
事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ３ 日 

 

 都道府県旅行業担当課長 殿 

 

観光庁参事官（旅行振興）    

 

 

公租公課等の支払い猶予について 

 

標記について、令和２年３月１８日に新型コロナウイルス感染症対策本部において、現

下の景気悪化への懸念が高まる状況を踏まえ、生活に不安を感じておられる方々への当面

の追加的な緊急対応策としての措置を講ずることとなりました。 

以下のように、公租公課の支払い猶予等について、各省庁等の対応についてのプレス等

の情報提供がありましたので、貴都道府県登録の旅行業者等に対して、周知をお願いいた

します。 

 

 

＜参考＞ 

 

【国税・地方税】 

○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ（国税庁 HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります（国税

庁 HP） 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度の周知につい

て（総務省 HP） 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000676865.pdf 

 

【社会保険料】 

〇厚生年金保険料の猶予制度（日本年金機構 HP） 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html 

 

〇国民年金保険料の免除等制度（日本年金機構 HP) 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200312.html 

 

【上水道・下水道】 
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○新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた方々に対する公共料金の支払猶予

に関する要請（総務省 HP） 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000237.html 

 

【NHK受信料】 

○高市総務大臣閣議後記者会見の概要（令和 2年 3月 19日）（総務省 HP） 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000897.html 

※「NHK受信料については、その不払いでサービスが停止されるものではなく、また、延滞

利息は支払期限から 4 か月間発生しないため、NHK に対しましては、それらの取扱いにつ

いて視聴者の皆様に丁寧に説明していただくことを、昨日、要請しました。」との発言あり 

 

【電気・ガス】 

○新型コロナウイルス感染症の影響を受け、電気料金の支払いなど生活に不安を感じてお

られる皆様へ（経済産業省 HP） 

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200319008/20200319008.html 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資

金等の特例貸付の実施について（厚生労働省 HP) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10106.html 

 

【固定電話・携帯電話】 

○新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限延長等の実施に係る要請（総

務省 HP） 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000621.html 

 

○新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた料金請求の取り扱いについて（NTT ドコモ

HP) 

https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2020/03/19_00.html 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金請求の取り扱いについて（KDDI HP) 

https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2020/03/19/4339.html 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限の延長について（SoftBank 

HP） 

https://www.softbank.jp/corp/set/data/news/info/2020/20200319_01/pdf/20200319_01

.pdf 
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事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ３ 日 

 

一般社団法人全国旅行業協会会長 殿 

 

 

観光庁参事官（旅行振興） 

 

 

公租公課等の支払い猶予について 

 

標記について、令和２年３月１８日に新型コロナウイルス感染症対策本部において、現

下の景気悪化への懸念が高まる状況を踏まえ、生活に不安を感じておられる方々への当面

の追加的な緊急対応策としての措置を講ずることとなりました。 

以下のように、公租公課の支払い猶予等について、各省庁等の対応についてのプレス等

の情報提供がありましたので、貴協会の傘下会員に対して周知いただくようお願いいたし

ます。 

 

 

＜参考＞ 

 

【国税・地方税】 

○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ（国税庁 HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります（国税

庁 HP） 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度の周知につい

て（総務省 HP） 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000676865.pdf 

 

【社会保険料】 

〇厚生年金保険料の猶予制度（日本年金機構 HP） 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html 

 

〇国民年金保険料の免除等制度（日本年金機構 HP) 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200312.html 
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【上水道・下水道】 

○新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた方々に対する公共料金の支払猶予

に関する要請（総務省 HP） 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000237.html 

 

【NHK受信料】 

○高市総務大臣閣議後記者会見の概要（令和 2年 3月 19日）（総務省 HP） 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000897.html 

※「NHK受信料については、その不払いでサービスが停止されるものではなく、また、延滞

利息は支払期限から 4 か月間発生しないため、NHK に対しましては、それらの取扱いにつ

いて視聴者の皆様に丁寧に説明していただくことを、昨日、要請しました。」との発言あり 

 

【電気・ガス】 

○新型コロナウイルス感染症の影響を受け、電気料金の支払いなど生活に不安を感じてお

られる皆様へ（経済産業省 HP） 

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200319008/20200319008.html 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資

金等の特例貸付の実施について（厚生労働省 HP) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10106.html 

 

【固定電話・携帯電話】 

○新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限延長等の実施に係る要請（総

務省 HP） 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000621.html 

 

○新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた料金請求の取り扱いについて（NTT ドコモ

HP) 

https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2020/03/19_00.html 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金請求の取り扱いについて（KDDI HP) 

https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2020/03/19/4339.html 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限の延長について（SoftBank 

HP） 

https://www.softbank.jp/corp/set/data/news/info/2020/20200319_01/pdf/20200319_01

.pdf 
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事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ３ 日 

 

一般社団法人日本旅行業協会会長 殿 

 

 

観光庁参事官（旅行振興） 

 

 

公租公課等の支払い猶予について 

 

標記について、令和２年３月１８日に新型コロナウイルス感染症対策本部において、現

下の景気悪化への懸念が高まる状況を踏まえ、生活に不安を感じておられる方々への当面

の追加的な緊急対応策としての措置を講ずることとなりました。 

以下のように、公租公課の支払い猶予等について、各省庁等の対応についてのプレス等

の情報提供がありましたので、貴協会の傘下会員に対して周知いただくようお願いいたし

ます。 

 

 

＜参考＞ 

 

【国税・地方税】 

○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ（国税庁 HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります（国税

庁 HP） 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度の周知につい

て（総務省 HP） 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000676865.pdf 

 

【社会保険料】 

〇厚生年金保険料の猶予制度（日本年金機構 HP） 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html 

 

〇国民年金保険料の免除等制度（日本年金機構 HP) 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200312.html 
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【上水道・下水道】 

○新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた方々に対する公共料金の支払猶予

に関する要請（総務省 HP） 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000237.html 

 

【NHK受信料】 

○高市総務大臣閣議後記者会見の概要（令和 2年 3月 19日）（総務省 HP） 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000897.html 

※「NHK受信料については、その不払いでサービスが停止されるものではなく、また、延滞

利息は支払期限から 4 か月間発生しないため、NHK に対しましては、それらの取扱いにつ

いて視聴者の皆様に丁寧に説明していただくことを、昨日、要請しました。」との発言あり 

 

【電気・ガス】 

○新型コロナウイルス感染症の影響を受け、電気料金の支払いなど生活に不安を感じてお

られる皆様へ（経済産業省 HP） 

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200319008/20200319008.html 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資

金等の特例貸付の実施について（厚生労働省 HP) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10106.html 

 

【固定電話・携帯電話】 

○新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限延長等の実施に係る要請（総

務省 HP） 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000621.html 

 

○新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた料金請求の取り扱いについて（NTT ドコモ

HP) 

https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2020/03/19_00.html 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金請求の取り扱いについて（KDDI HP) 

https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2020/03/19/4339.html 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限の延長について（SoftBank 

HP） 

https://www.softbank.jp/corp/set/data/news/info/2020/20200319_01/pdf/20200319_01

.pdf 
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事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ３ 日 

 

一般社団法人日本海外ツアーオペレーター協会会長 殿 

 

 

観光庁参事官（旅行振興） 

 

 

公租公課等の支払い猶予について 

 

標記について、令和２年３月１８日に新型コロナウイルス感染症対策本部において、現

下の景気悪化への懸念が高まる状況を踏まえ、生活に不安を感じておられる方々への当面

の追加的な緊急対応策としての措置を講ずることとなりました。 

以下のように、公租公課の支払い猶予等について、各省庁等の対応についてのプレス等

の情報提供がありましたので、貴協会の傘下会員に対して周知いただくようお願いいたし

ます。 

 

 

＜参考＞ 

 

【国税・地方税】 

○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ（国税庁 HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります（国税

庁 HP） 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度の周知につい

て（総務省 HP） 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000676865.pdf 

 

【社会保険料】 

〇厚生年金保険料の猶予制度（日本年金機構 HP） 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html 

 

〇国民年金保険料の免除等制度（日本年金機構 HP) 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200312.html 
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【上水道・下水道】 

○新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた方々に対する公共料金の支払猶予

に関する要請（総務省 HP） 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000237.html 

 

【NHK受信料】 

○高市総務大臣閣議後記者会見の概要（令和 2年 3月 19日）（総務省 HP） 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000897.html 

※「NHK受信料については、その不払いでサービスが停止されるものではなく、また、延滞

利息は支払期限から 4 か月間発生しないため、NHK に対しましては、それらの取扱いにつ

いて視聴者の皆様に丁寧に説明していただくことを、昨日、要請しました。」との発言あり 

 

【電気・ガス】 

○新型コロナウイルス感染症の影響を受け、電気料金の支払いなど生活に不安を感じてお

られる皆様へ（経済産業省 HP） 

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200319008/20200319008.html 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資

金等の特例貸付の実施について（厚生労働省 HP) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10106.html 

 

【固定電話・携帯電話】 

○新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限延長等の実施に係る要請（総

務省 HP） 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000621.html 

 

○新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた料金請求の取り扱いについて（NTT ドコモ

HP) 

https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2020/03/19_00.html 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金請求の取り扱いについて（KDDI HP) 

https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2020/03/19/4339.html 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限の延長について（SoftBank 

HP） 

https://www.softbank.jp/corp/set/data/news/info/2020/20200319_01/pdf/20200319_01

.pdf 
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事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ３ 日 

 

一般社団法人日本添乗サービス協会会長 殿 

 

 

観光庁参事官（旅行振興） 

 

 

公租公課等の支払い猶予について 

 

標記について、令和２年３月１８日に新型コロナウイルス感染症対策本部において、現

下の景気悪化への懸念が高まる状況を踏まえ、生活に不安を感じておられる方々への当面

の追加的な緊急対応策としての措置を講ずることとなりました。 

以下のように、公租公課の支払い猶予等について、各省庁等の対応についてのプレス等

の情報提供がありましたので、貴協会の傘下会員に対して周知いただくようお願いいたし

ます。 

 

 

＜参考＞ 

 

【国税・地方税】 

○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ（国税庁 HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります（国税

庁 HP） 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度の周知につい

て（総務省 HP） 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000676865.pdf 

 

【社会保険料】 

〇厚生年金保険料の猶予制度（日本年金機構 HP） 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html 

 

〇国民年金保険料の免除等制度（日本年金機構 HP) 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200312.html 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
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【上水道・下水道】 

○新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた方々に対する公共料金の支払猶予

に関する要請（総務省 HP） 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000237.html 

 

【NHK受信料】 

○高市総務大臣閣議後記者会見の概要（令和 2年 3月 19日）（総務省 HP） 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000897.html 

※「NHK受信料については、その不払いでサービスが停止されるものではなく、また、延滞

利息は支払期限から 4 か月間発生しないため、NHK に対しましては、それらの取扱いにつ

いて視聴者の皆様に丁寧に説明していただくことを、昨日、要請しました。」との発言あり 

 

【電気・ガス】 

○新型コロナウイルス感染症の影響を受け、電気料金の支払いなど生活に不安を感じてお

られる皆様へ（経済産業省 HP） 

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200319008/20200319008.html 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資

金等の特例貸付の実施について（厚生労働省 HP) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10106.html 

 

【固定電話・携帯電話】 

○新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限延長等の実施に係る要請（総

務省 HP） 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000621.html 

 

○新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた料金請求の取り扱いについて（NTT ドコモ

HP) 

https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2020/03/19_00.html 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金請求の取り扱いについて（KDDI HP) 

https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2020/03/19/4339.html 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限の延長について（SoftBank 

HP） 

https://www.softbank.jp/corp/set/data/news/info/2020/20200319_01/pdf/20200319_01

.pdf 
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