
ロシア労働法に関する勉強会（開催結果） 

 

日 時： 201７年８月２２日（火） 10:30～11:40 

場 所： 北海道庁別館西棟４階 「経済部２号会議室」 

参加者： ２１名  

 

１．開会挨拶 

北海道総合政策部国際局国際課 近藤ロシア担当課長より、本勉強会が「北海道・ロシア地

域間協力チーム」のメンバーである「新日本有限責任監査法人札幌事務所」様と、「JETRO 

北海道情報センター」様のご協力により企画された経緯と、同チームメンバーのロシア法制度

への知見向上を目的に開催することを説明し、有意義な勉強会となることを期待する旨発言。 

 

２．ロシア労働法に関する制度説明 

講師：Ernst&Young（CIS）社 モスクワ事務所 

    税理部門シニアスタッフ 新庄 和歌子氏 

 

新庄氏より、別添配布資料「ロシア労働法に関する勉強会」に基づき、下記内容を説明。 

テーマ ポイント・特記事項 

ロシアにおける 

ロシア人の雇用 

・極東地域の賃金は、上乗せもありモスクワ等大都市に次ぐ高水準 

・「稼げる時に稼ぐ」ため、景気が良いと離職率が高まる 

・社会保険料は全額雇用者負担 

・ウラジオストク自由港や優先的社会経済発展区域（ＴＯＲ）居住者 

は、社会保険料が１０年間軽減 

・ロシアに暦年で１８３日以上滞在している者は、全世界所得に対し 

課税 

・ロシア労働法では、雇用者の権利を制限し、従業員に権利を付与 

 （給与、労働時間、有給休暇、出張、産休・育児休暇等） 

・雇用者側の都合による解雇は困難で、実際は一時金や相応の手当 

の支給を交渉材料とした「相互合意」を採る場合が多い 

ロシアにおける 

日本人の雇用 

・日本人駐在者の多くは、「高度な専門性を持つ外国人（ＨＱＳ）」の

労働許可を取得（露語やロシアの歴史などの試験不要） 

・本年 8/8より、ウラジオストク自由港において、新ビザ制度が導入

され、事前電子申請により８日間の滞在が可能に 

・ＨＱＳの従業員は社会保険料免除（労災を除く） 

・非居住者（ロシア暦年滞在 183日未満）の課税所得は、ロシアでの

労働対価であるロシア源泉所得を対象（本国払いでも課税対象） 

・非居住者でもＨＱＳは一定の所得へ 13％の税率が適用 

・両国の金融機関は「共通報告基準」により口座情報を交換、税務署

間の初回の情報交換は 2018 年（2017 年分）から開始予定 

日本における 

ロシア人の雇用 

・勤務地がロシアから日本国内となる場合は、依拠する労働関係法令

が変わることから、雇用形態の検討が必要 

・ロシアの税務署や移民局への報告・通知義務あり 



３．質疑応答  

Ｑ１：ロシアでは戸籍地により、納税場所が決まるのか？ 

Ａ：ロシアにも戸籍 (Домовая книга) があり、当該住所＝本籍地 (Permanent Address / 

Прописка) の管轄税務署でロシア人は納税手続きを行う。 

（外国人はロシアでの滞在登録の住所（会社員は多くの場合、会社の住所）の管轄税

務署で納税手続きを行う。※いずれも会社による源泉徴収以外に、個人としてロシア

で申告・納税手続きを行う場合） 

  

Ｑ２：ロシア現地法人の代表者を日本人とし、その代表者が現地でほとんど活動しない

場合でも、税制法上の非居住者あるいは居住者に該当するか？ 

Ａ：個人所得税の観点からは、あくまでも物理的なロシア滞在日数で判定される。 

代表者であっても、日本にいて、ロシアに出張ベースで少し滞在する程度であれば

非居住者に該当。その場合、ロシア源泉所得に対し３０％の税率が課せられる。 

 

Ｑ３：ロシアでは外国人がアパートや土地を購入することは可能か？ 

Ａ：アパートや私有化された宅地（郊外の別荘-ダーチャ用の土地）は、外国人でも購入 

可能。 

なお、ロシアの地方政府が保有している更地に、住宅開発を行う予定の場合、更地

は購入できず、（１）更地は地方政府から長期リースするか、（２）建物を建設後に

土地を購入することができる。 

後者（２）の場合、建物を建設するために更地について短期のリース契約を締結

し、建設後に建物に付随した土地を購入するという２ステップをとる。また土地に

は使用途が定められているので、住宅開発を行う場合には区分が住宅地である必要

がある。 

Ａ：「最低賃金」についてはロシア連邦法 82-FZ of 19.06.2000 で規定されており、

2017 年 7 月 1 日からは月額 7,800 ルーブルがロシア全体での最低賃金(МРОТ）

とされている。（http://docs.cntd.ru/document/420386290 参照） 

これに加えて、各地域は固有の最低賃金を定めることができるが、82-FZ で規定さ

れた金額を下回らないことが条件（労働法 133.1 条 ）。 

金額の見直しはインフレ率等を勘案し、下記のとおり年 1～２回実施されている。 

 【最低月額賃金推移】 

全ロシア モスクワ 

RUB  7,800 （2017 年 7 月 1 日変更） RUB  17,642 （2017 年 7 月 1 日変更） 

RUB  7,500 （2016 年 7 月 1 日変更） RUB  17,561 （2016 年 10 月 1 日変更） 

RUB  6,204 （2016 年 1 月 1 日変更） RUB  17,300 （2016 年 1 月 1 日変更） 

RUB  5,965 （2015 年 1 月 1 日変更） RUB  17,300 （2015 年 11 月 1 日変更） 

   ※サハリン州の最低賃金は RUB 15,150（2017 年 1 月１日変更） 

Ｑ４：ロシアでは「最低賃金」はあるか。 



Ｑ５：ロシア北部等の労働環境が厳しい地域での「上乗せ賃金」の情報は、何を見れば 

分かるか？  

Ａ：地域ごとの上乗せ賃金のレートは個別の法令で定められており、早見表のような 

公式サイトは見当たらないが、ウラジオストクにおける状況と関連法(ロシア語)は 

以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ６：ロシアでは年次有給休暇の繰越しは可能か？ 

Ａ：年次有給休暇は、その取得が業務に差し支えがある場合に限り、従業員の合意のも

とで、２年まで（翌年まで）繰り越すことが可能。繰り越された有給は翌年末までに

消化する必要があり、また、２年間連続で有給を付与しないことは労働法 124 条で

禁止されている。 

【ウラジオストクにおける状況及び関連法】（道国際課仮訳） 

○地域別の係数 (Regional coefficient)： 30% （РК 30%） 

1991 年 9 月 13 日付 沿海地方人民代議員ソビエト（議会）執行委員
会決定 第 263 号「地方係数について」 

 Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета  
   народных депутатов от 13.09.1991 года №263 "О районных 

коэффициентах" （http://7law.info/primorsky/act4z/r781.htm 参照） 
 

○マークアップ (Mark-up)： 30%（СН макс 30%）  
  1990 年 11 月 22 日付 ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国労働省令 
第３号「1972 年 4 月 6 日付ソビエト連邦共産党中央委員会、ソビエト連
邦社会主義共和国閣僚会議、全ソ連労働組合中央評議会決定第 255 号に従
って社会的保障及び補償を、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国を構成す
るアルハンゲリスク州、カレリア自治ソビエト社会主義共和国、コミ・ソビ
エト社会主義共和国、極東の南部地域、クラスノヤルスク地方、イルクーツ
ク州、ブリヤート自治ソビエト社会主義共和国、トゥヴァ自治ソビエト社会
主義共和国、チタ州にある企業、機関及び組織の労働者に与える規定に関す
る指示の承認について」 

 Приказ Министерства Труда РСФСР от 22.11.1990 года № 3 "Об 

утверждении инструкции о порядке предоставления работникам 

предприятий, учреждений и организаций, расположенных в 

Архангельской области, Карельской АССР, Коми ССР в составе 

РСФСР, в южных районах Дальнего Востока, Красноярского края, 

Иркутской области, а также Бурятской АССР, Тувинской АССР и 

Читинской области, социальных гарантий и компенсаций в 

соответствии с Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и 

ВЦСПС от 06.04.1972 года № 255"  

（http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28678/d8f7e2f698de
ef0bf1883031e7dc3d81c0ec46cb/ 参照）     

 

○追加の有給日数 (additional vacations)： 8 日間 (8 дней отпуска) 

1993 年 2 月 19 日付 ロシア連邦法第 4520-1 号「極北地域及びそれ 
に等しい地域で労働、居住している人々に対する国家保障及び補償について」 
Закон РФ от 19.02.1993 года № 4520-1 "О государственных гарантиях 

и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"  
（http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1786/a625a1e4e2f7b
bef718e74825beede2be53d54c3/ 参照） 
 

 

 

 



Ｑ７：本社の日本人職員を、ロシアの子会社の指導・管理のため、現地に派遣（約２週

間）する場合のビザは？ 

Ａ：現地（ロシア）での業務を監督・指導（内部監査の場合も含む）される目的での、

短期間のロシアへの訪問は、「商用ビザ/ business visa」で対応可能。その際、 

ロシア法人から報酬を受領しないこと、ロシア法人代表として、ロシアでの署名等

は行わないこと、入国から 90 日以上ロシアに滞在しないことが留意点となる。 

  現地で雇用契約を交わして報酬を受領する場合は就労ビザが妥当。 

 

Ｑ８：労働許可の種類で HQS 以外の「その他の外国人」で就労ビザを取得する場合、 

ロシア語、ロシアの歴史、法規制の試験があり、ハードルが高いと思われるが、 

実情はいかがか？ 

Ａ：2015 年１月から HQS申請の要件が所得基準だけになったが、同時に「その他外

国人」向けに試験制度が導入された。当時はルーブルも高く、所得基準が 5,000 

USD/月収相当であったため、駐在員事務所など HQS への切替が困難な日系企業

も多く、モスクワ・ジャパンクラブでも問題視され試験対策なども行われていた。

今はルーブルが下落し、大半の日本人が HQS（2,800 USD）の所得基準を満た

し、労働許可を取得しているが、特定の NPO など HQS の申請ができない法人も

あるため、その場合は受験して労働許可を取得している。原則ロシアの教育機関で

随時受験でき、選択試験なので、試験対策をすればなんとか合格できるもの。 

日本のロシア語学院等でも模擬試験や受験講座の実施、過去問の販売などしてい

る。（https //www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/1d8433472cd760c6/ 

ru_reports_201502.pdf 参照） 

 

 

 

 

 

 

Ｑ９：モスクワ等での現地スタッフの求人方法や、派遣スタッフを活用する際の留意点 

Ａ：現地にリクルーター・エージェンシーが何社かあり、日本語を話す人材を専門

とされているところもあり、日系企業は利用されている模様。転職やキャリア

アップのための、ヘッドハンティングのネットサイトもある。 

派遣については、ロシアでは 2016 年から派遣を禁止する法律ができ、９ヶ月 

を超えて、リクルーター・エージェンシーを利用することが出来なくなったた

め、直接雇用に切り替えたり、人材派遣契約以外のサービス契約等で使役して 

いる企業もある。監査で実質派遣契約とみなされる可能性もあり、注意が必要。 

 

 

 

【モスクワ・ジャパンクラブ】 

ロシアに拠点を持つ企業を会員としたモスクワ商工会とモスクワ在留邦人による

モスクワ日本人会が合併し、2007年に「NPO 法人モスクワ・ジャパンクラ

ブ」として設立登記。会員数は企業約 200社、個人約 60 名。 

日露の経済活動の活性化、交流促進、ロシア在住邦人の生活支援を目的に活動。 

 

 



Ｑ10：（現地職員を雇用する現地法人設立のケース） 

   100%日本資本の企業を設立した場合、決算にて剰余金が出た場合 

①株主配当として出資元の日本へ、剰余金の全てを配当することは可能か。 

②国外(日本)への配当に関して、外為法のような制限や、税金の発生による配当金 

 目減りは生ずるか。 

③効率的な経営のための、剰余金のリターンの取扱い（処理）方法。 

Ａ：出資金の回収方法であるが、 

① 日本では配当金の限度額（配当可能限度額）があるが、ロシアでは有限会社の 

場合、当該年度が黒字であれば全額剰余金の配当が可能であり、剰余金の積み 

立て義務がない。（※日本では当該年度が赤字であっても配当可能限度額の枠内

であれば配当は可能） 

② 為替管理法の対象取引となるため、ロシアの取引確認宛に「取引パスポート」

（Passport of Transaction、銀行がロシア中銀に代わって外為取引枠を管理する

ために発行する銀行書類）の開設手続きが必要。また、配当についても日本と 

同様に源泉税が課される。現在の日露租税条約（1986 年の日ソ租税条約）で

は、配当への源泉税は 15%であるが、租税条約改正予定のため、改正後は適格

者の場合には、この源泉税が 5%に低減される。 

③ そこで、配当については、税金軽減を狙ったストラクチャーは不要となる。 

また、配当ではなく経営指導料やロイヤルティーなどによる回収方法も考えられ 

るが、関連者間取引は、移転価格税制の対象となり、税務署から目をつけられや 

すく、税務上、慎重な判断が求められる。 

  （注：2017 年 9 月 7 日に同条約が全面改正された「日・露租税条約」の署名が行われ、 
配当については限度税率の引き下げまたは課税免除となった。 

          詳細は http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000168.html 参照） 

 

Ｑ11：現地法人を設立していない場合の現地活動職員を雇用する方法は。 

※外注費として日本法人は支払をした方が良いのか。 

Ａ：ロシアに会社や事務所は設けていないが、ロシア人を雇用する方法はという趣旨で

あるが、外国法人がロシアで３０日以上活動していれば、その活動場所の税務署に

法人の登録が必要になる （例：日本法人の駐在員事務所の登記など）。 

現地法人ではなくても、日本法人の駐在員事務所や支店の登記により、ロシア人を

雇用することができる。駐在員事務所などの登記も回避したい場合には、雇用でき

ない。他方、雇用以外の方法で現地ロシア人を雇う方法はロシアのコンサル会社な

どロシア企業から、日本法人がコンサル・サービスを受領するという方法が考えら

れる。詳しくは専門家に確認いただきたい。 

 

 

 

 

 

 

（了） 


