
＜外国企業及び業界団体＞ 
〇米テスラ上海工場生産再開、2 月 10 日 
・新型肺炎の影響で、テスラ上海工場が一時閉鎖されたが、2 月 10 日工場が稼働。再開に当た
っては臨港管理委員会及び園区が 600 名の新たな工員の宿泊問題を解決し、1 万枚のマスク、
体温計や消毒液など防疫物資も提供した。当該テスラの工場は自動化レベルが高く、きちんと保護
措置を取れば、車生産への影響は大きくない 
http://www.chinanews.com/cj/2020/02-10/9086051.shtml 
 
〇米ハネウェル中国 18 工場同時に生産再開、2 月 10 日 
・ハネウェル中国現地法人の張宇峰総裁によると、上海・江蘇省・福建省・広東省などにある 18 工
場が 2 月 10 日に生産再開。尚、95％の事務職社員は、2 月 10 日の週は在宅勤務をするとい
う。そうした中、マスク生産工場は春節休暇期間も生産を継続し、中国市場に計 2000 万枚以上
のマスクを提供した。 
http://www.sh.xinhuanet.com/2020-02/11/c_138772678.htm 
 
〇独化学大手コベストロ上海工場が生産再開、2 月 10 日 
・コベストロの世界最大の生産基地である上海工場は、2 月 10 日に生産再開。生産運営をサポ
ートするため、一部の日常業務を回復させた。上海工場で生産したポリカーボネートは、ゴーグル・体
温計などのウィルス対応商品に使用される。 
http://www.sh.xinhuanet.com/2020-02/11/c_138772678.htm 
 
〇蘇州サムスン・南京 LG 等韓国系の在中国工場が再開、2 月 10 日 
・2 月 10 日、蘇州にあるサムスンの家電工場を再稼働させた。LG 電子も同日、南京のディスプレ
イ・モジュール工場を再開させた。サムスン、LG によると、一週間以上工場を閉鎖したが、その分の
生産損失を補填することが可能。アップルのサプライヤーであるペガトロンは 2月 3日に操業再開し、
90％の稼働。しかし 2 月はボーナス後に離職する割合が高くなり、60~70％の稼働率となるか。 
この他、外国報道では、フォックスコンは 2 月 10 日に中国全体で生産再開としているが、聞くところ
によれば、少なくとも 1 週間遅れ、稼働率は 40～60％にとどまる。 
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1658136973532165215&wfr=spider&for=p
c 
 
〇韓国現代集団の江蘇省工場が 2 月 10 日に再開 
・江蘇省塩城市にある現代集団の特殊鋼工場は 2 月 10 日に再稼働。総経理朴氏によると、2
月の生産目標達成は影響を受ける見込みだが、極力 3 月で補填するとのこと。 
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1658166229533884658&wfr=spider&for=p
c 
 
〇江蘇省企業復帰初日、常州市多くの欧米系企業も 2 月 10 日に工場再開 
・独ワイヤ・ケーブル大手レオーニ常州工場が再開するほか、スイスの計測・分析機器大手のメトラ
ー・トレド、米医療機器のバイオメット、独ティッセン・クルップ等の常州工場も生産を再開させた。 
http://www.zgjssw.gov.cn/shixianchuanzhen/changzhou/202002/t20200211_



6504740.shtml 
 
〇自動車販売の再開は鈍く、制限の緩和など必要 
・2 月 11 日、業界団体の中国自動車流通協会（CADA）は国家発展改革員会に「新型肺炎
が自動車流通業界に対する影響及び政策建議に関するレポート」を提出した。これによると、調査
対象となった販売ディーラー約 50 社の計 2,895 店舗のうち、2 月 11 日までに業務を再開したの
は 19.8％の 573 店にとどまった。自動車販売業界は休業で資金回収が進まず、流動資金不足
のリスクが大きくなっている。そのほか、同協会は各地の車購入制限・通行制限政策の緩和、中古
車取引の便利性、農村市場の開拓などを提言し、自動車消費を拡大しようと呼び掛けている。 
http://www.cs.com.cn/ssgs/gsxw/202002/t20200212_6024977.html 
 
〇宝鋼:2020 年の中国自動車市場見通しを引き下げ 
・新型肺炎の影響もあり、大手鉄鋼メーカーの宝鋼は 2020 年の国内自動車市場見通しを従来
の前年並みか小幅増から、１ケタ減に引き下げた。原因は３つ:１つ目は自動車販売店の休業
が⾧引くほか、ネット販売はまだ購買者に浸透していない。2 つ目は肺炎が収まった後に自動車需
要が若干増えるが、SARS 後の急増に比べて伸び幅が小さい。3 つ目は確かに自動車メーカーが 2
中旬から生産を再開したが、部品調達の遅れなどの影響もあり、生産が楽観できない。武漢鋼鉄を
合併した宝鋼も、武漢の閉鎖より原材料などの物流で影響をうけている。 
 テスラに鋼板を供給し始めた宝鋼は、新エネ車向けのハイエンド鋼板の好調が今後も続くと期待し
ている。 
http://www.autoreview.com.cn/show_article-5744.html 
 
マクロ経済等に関する動き 
〇マスク産業は 2020 年に 130 億元に拡大 
・調査会社の賽迪顧問によると、中国のマスク業界の生産高はここ数年で10％前後の伸び率で拡
大してきたが、新型肺炎の影響より 2020 年の生産額は 28.8％増の 131 億 8,500 万元に達
する見込み。特に医療用マスクに対する需要が高く、全体の約 6 割に高まる見通し。 
http://www.askci.com/news/chanye/20200212/1408211156737_2.shtml 
 マスク需要の急増に伴い、1 月 1 日～2 月７日までに経営内容でマスクや消毒液、医療機器な
どを増やした企業は 3,000 社以上（BYD も同様に経営内容にマスクの製造などを追加）に達し
たという。 
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1658246134681628955&wfr=spider&for=p
c 
 
〇アリババ、感染防止向けの知能システムを開発し、まず浙江や安徽で利用 
・アリババは人と人の感染が広がらないように、町内会がスマホを通じてオンラインで住民の出入り状
況などを把握・管理する APP を開発した。APP を AI カメラやなどと繋げれば、体温測定で所轄住
民の健康状態も把握できるという。また、AI ロボットも開発し、体温異常者に対し、ロボットが体温
や下痢、せきなどの健康情報を収集し、自動的にレポートする。 
2 月 6 日以降、浙江省に続き、湖北、湖南、貴州、河南、天津、江蘇、河北など 28 省・自治
区・直轄市では、アリババとデジタル感染防止システム作りで協力することに合意した。 



https://baijiahao.baidu.com/s?id=1658249478672246060&wfr=spider&for=p
c 
 
サービス産業全般 
〇オンライン・エコノミーの立ち上がり 疫病を通り抜ける配置 
・新型肺炎の新規確定感染者人数は徐々に減っている一方、経済面においては衝撃を受けた業
界が多い中、インターネットビジネスを活用して、一部の業界は危機の中にチャンスを模索している。 
・先日、中国財富管理 50 人（CWM50）フォーラムでは、インターネットビデオ会議が行われた。
中国財政科学研究院院⾧・劉氏は以下の考えを示した。当面の状況から見ると、新型肺炎は
SARS とは大きな違いがあるため、A 株市場が疫病情勢と⾧期的に共存する場合がある。 
・このような背景の下、疫病情勢を通り抜ける配置が始まった。この中に、オンライン・エコノミー発展
の勢いは市場に対して、新たなチャンスを与えた。 
・「一部の業界は疫病情勢の発展プロセスとともに新しい投資チャンスを迎えた。例えば、オンラインビ
デオ、インターネットゲーム、モバイルゲームは、春節期間中のオンライン人数と単日利益において最
高歴を更新した。新型肺炎の影響でオンラインメディア、オンラインゲーム、オンラインコミュニケーション
など多くの関連業界と企業はより良い発展機会を迎えた。これらと同時にオンライン会社の背後にあ
るテクノロジーサポーター、例えばハイテクノロジー、5G なども恵まれている。」博時基金首席市場策
戦分析師・陳氏はこう述べた。 
・疫病により、春節連休が延⾧され、各地の仕事復帰日も遅延される為、多数の企業は在宅遠隔
操作勤務を選んだ。2 月 3 日から一部の企業が仕事を再開し、アリババ傘下のスマートリモートワー
クプラットフォーム・釘釘のデータによると、中国全土に千万社、2 億人近くの従業員は在宅勤務モー
ドに入り、当日釘釘ビデオ会議もデータ通信量のピークを迎えた。 
・スマートリモートワーク以外に、広東、河南、山西、山東、湖北など 20 数省 220 以上の教育局
もアリ釘釘「在家上课（在宅受講）」企画に参入し、2 万件の小中学校、1200 万人の生徒が
参加している。  
・今回の疫病の爆発後、企業はスマートリモートワークに対し需要が急増し、華為 WeLink、アリ釘
釘、テンセント会議、字節跳動飛書（Byte Dance Feishu）などは全部一定時間無料のサービ
スを提供し、ユーザーの習慣を身につけさせるような取り組みを実施した。投資の面から見ると、リモ
ートワークの普及はクラウドビデオ、リモートワークソフトなどの需要をもたらしている。今後、関連の投
資チャンスに注目する。 
http://finance.ifeng.com/c/7tzmVVFSJGY 
〇疫病の勢いに逆らうゲーム業界、オンラインゲームプレイヤー人数は記録に残る高さ、ゲーム機も
品切れ 
・疫病の影響で、娯楽、旅行、飲食など多くの業界が被害を受けたが、ゲーム業界は影響が少ない
分野になった。春節以来、家に籠ってる人はすることがなく、ゲームはしばらくの間の中で “必需品”と
なり、ゲーム時間は大幅に増加し、今やネットゲームは多くの人々がこの特殊な時期を過ごす選択の
1 つになった。 
・これまでの春節で、ゲームのオンライン人数と収入のいずれも大きな波を引き起こしているが、今年
は新型肺炎の影響で、再び高値を更新し、近年最大の上昇幅を実現した。 
・いくつかのデータによると、春節中、多くの携帯ゲームの利用者数が増加し、最も人気のある「王者
栄耀」を例に挙げると、1 月 24 日の大晦日の「王者栄光」の一日の課金収入は約 20 億元に達



し、2019 年の大みそかの 13 億元に比べて、上昇幅は 50%を超え、この数字は 2018 年の春節
連休期間中の課金収入を超えている。『和平精英』も、大晦日の夜、アクティブユーザー数のピーク
は 1 億人に達し、オンライン人数が多すぎて、サーバーがダウンした。 
・そして、有名なゲームプラットフォームの Steeam のオンライン最高人数は 1，880 万人に達し、
2018 年の春節の 1，852 万人の記録を更新した。 
。また、任天堂の最新データによると、販売実績などの発表以外にも、2020 年 3 月期の業績予想
を引き上げ、現在の販売状況から計算すると、最終的には 2，100 億円（約 136 億元）の利
益が出ることを予想し、8%の伸びとなる。2017 年 3 月の発売以来、ゲーム機 Switch は累計 5，
250 万台を販売する予定。販売台数の伸びによって、今年の第 1 四半期に、同製品の総販売予
想は、1，800 万台から 1，950 万台に増加し、総販売量の 37%に達した。 
・一方、ソニーのゲーム機である PS 4 の販売量も同じように爆発的な機会を得て、一週間で 100
台近くの PS4 が売れ、ゲームも売り切れたという情報がある。 
・現在、ゲーム業界全体で大きな需要急増を迎えている。2020 年第 1 四半期のゲーム会社全体
の業績は予想を上回る可能性がある。疫病の影響で、予定どおりに仕事ができない企業は経営圧
力をかけられているが、ゲーム業界は大衆の視野に戻りつつある。 
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1658316889395392085&wfr=spider&for=p
c 
 
各省市の状況（各地商工クラブからの情報） 
〇江蘇省蘇州市全体 
・2 月 12 日に蘇州市が発布した通知によると、蘇州市は 2 月 11 日に「復工通」という操業再開 
に向けたプラットフォームを開設。内容としては、関連政策の問い合わせ、バスを貸し切り帰還人員を
まとめて搬送するサービス、帰還を予定している社員の登記、帰還の事前予約機能等が盛り込まれ
ている。本プラットフォームは、大蘇州圏内（常熟、昆山、太倉、張家港）でも利用可能。 
 
〇江蘇省無錫市 
・無錫市商務局によると、復工許可後、工場にて従業員の中に感染者が発生した場合は、生産
停止となるとのこと。また、雑居ビルの場合、同じビル内の別の企業で感染者が発生した場合は、同
一階にいる者は全員隔離対象となる。別の階にいる場合は、感染者との接触の有無により運用が
異なる。間接接触者は、自宅で 14 日間の隔離観察をする必要あり。 
 
〇江蘇省丹陽市 
・2 月 11 日夜、開発区より、日本人を含む全従業員が 14 日間隔離したという証明書を社区から
入手するようにとの通知があった。提出しない場合は業務停止と言われているが、証明書を発出し
てくれる社区が近くにない場合もあり、問題となっている状況。 
 
〇江蘇省太倉市 
・太倉 JP 会にて、会員向けにアンケートを実施。操業開始日や上海から太倉への入境状況、困り
ごと等につき、26 社が回答。14 日間の隔離問題（区ごとに判断が異なる、区をまたぐ移動をする
度に隔離が適用される、等）や、上海から太倉への入境に相当な時間と労力がかかる等のコメント
が多くみられた。また、26 社のうち本日（2 月 12 日）までに、半数の 13 社が稼働開始、残り 13



社が明日以降稼働予定と回答。 
 

各省における主要政策や動向等 
〇上海市  
・上海市政府は 2 月 12 日に「新型肺炎の防疫、企業活動再開に係る一部在上海外商投資企
業座談会」を開催。 
概要:・2 月 12 日午後、上海市政府は許昆林副市⾧をトップとして、日系企業を含む外資系企
業 8 社との間で防疫対体制、事業再開の状況、ビジネス環境や経営上の課題等を聴取するため
の座談会を開催した。日系企業は弊所のアレンジにより、みずほ銀行（商工クラブ理事⾧）、日
本通運、ローソンの 3 社が参加、その他、シーメンスヘルスケア、ユニリーバ、３M、メルク、マクドナル
ドの各社が参加した。。 
 
・2 月 10 日、上海市浦東新区が企業安定発展のために 18 項目措置を発表。主な内容は以下
の通り。 
１．金融支援拡大の面においては、①企業の融資利便性を向上させる。②企業の融資コストを

軽減する。③銀行の貸金増大を奨励する。 
２．企業運営コスト軽減の面においては、④企業の家賃を免除する。⑤インキュベーター企業への

家賃補助金を増大させる。⑥企業を支援するための各政策を確実に実施する。⑦貸金利息の
補助金を提供する。⑧技術の改善・アップグレードを支援する。⑨R&D コストの軽減を支援する。
⑩人工知能プロジェクトの応用を支援する。⑪企業を支援するための雇用安定政策を積極的に
実施する。⑫研修補助金の政策を確実に実施する。 

３．企業サービス改善の面においては、⑬納税サービスを改善する。⑭金融サービスを継続に強化
する。⑮法律援助を積極的に提供する。⑯遠隔の政務サービスを実施する。⑰企業の雇用サー
ビスを拡大する。⑱信用サービスの保障を強化する。   

http://wsb.sh.gov.cn/wsb/node466/n997/u1ai39364.html 
 
・2 月 11 日、上海市のプレスリリースによると、上海市政府の最新通告を徹底し、重点人員に対す
る管理を一層強化するとのこと。重点地域から上海に来た又は戻った者に対して、14 日間の隔離
観察を厳格に実施し、すべて外出禁止とする。発熱症状が出た場合、規定に従い受診し検査を受
ける。隔離観察等の予防コントロール措置を拒否する者に対しては、法に基づき、法的責任を追及
する。衛生健康部門による疫学調査の結果、確認された濃厚接触者に対して、集中隔離観察を
実施する。協力を拒否する者に対して、法に基づき強制措置を取る。 
http://wsb.sh.gov.cn/wsb/node466/n997/u1ai39364.html 
 
・2 月 12 日、上海市政府が「各種感染予防コントロール措置を一層厳しく徹底することに関する
通告」を発表。主な内容は以下の通り。 
①上海に入る各種通路の管理コントロールを一層強化する。②所属地域の全面的な予防コントロ
ール責任を徹底する。③都市と農村における地域コミュニティ管理を厳しくする。④重点人員に対す
る管理を強化する。⑤健康情報の登録と確認を強化する。⑥業界予防コントロール規範を厳しく
徹底する。⑦公共交通輸送能力の配置を強める。⑧公共交通における感染予防コントロールを強



化する。⑨公共場所における感染予防コントロールを厳格に行う。⑩建設工事現場における感染
予防コントロールを強化する。⑪時差通勤を実施する。 
http://wsb.sh.gov.cn/wsb/node466/n997/u1ai39371.html 
 
・2 月 12 日、中国 31 省が企業の雇用安定措置を発表。詳細は下記 URL。 
http://www.chinanews.com/cj/2020/02-12/9087860.shtml 
※上海市の 28 項目は「四、企業を支援し、雇用の安定に努める」に該当する。 
 
・上海市民政局、高齢者と困難児童の新型肺炎感染予防作業を必死に 

2 月 11 日午後に開かれた上海市新型肺炎記者発表会では、上海市民政局・蒋蕊副局⾧は
養老施設や児童福祉機構など高齢者と特殊児童が集中している施設に対する予防対策を紹介
した。 

現在、全市で運営している養老施設 804 箇所と社区養老施設に毎日通所する高齢者と従業
員の人数を報告し、2 週間の隔離観察を行い、高齢者への家族見舞いなどを中止するよう指示し
た。総合養老サービスセンターやデイケアセンター、高齢者活動室等の団体活動も停止させることと
なった。また、介護が必要な低収入高齢者に対し、訪問介護サービスを展開する。現在、全市の介
護員 32000 人は、11000 人以上の低収入高齢者にサービスを提供している。一人暮らしの高
齢者や経済面が乏しい高齢者に食事配達サービスも展開し、一日の食事配達量は 10000 個と
なった。 

また、特殊児童（自閉症、脳性麻痺等）を対象に、電話・微信・訪問等を通じて子供の生活・
健康状況をしっかり把握し、社区衛生センターと連動し発熱した子供に適応処置を行う。 

＊詳細は下記 URL 参照（新浪新聞 2020/2/11） 
https://news.sina.cn/2020-02-11/detail-

iimxxstf0574030.d.html?vt=4&pos=3 
 
〇浙江省 
・2 月 10 日に浙江省市場監督管理局が 14 条のサービス措置についての通知を発布。具体的な
内容は以下のとおり。 

① 各分野の操業再開企業及び新規設立企業に対して、効率的で便利な申請手続きサービ 
スを提供する。（例:ネット、アプリ、バイク便、予約制等） 

② 食品分野に関わる生産許認可取得の申請手続きを優先し、食品関係会社の勤務者が持
参している健康証明書について、2020 年 1 月 23 日以降に期限が切れていた場合は、新
型コロナウイルスの危険が解除された後 90 日以内に継続使用することができる。 

③ マスク生産企業により生産された製品を検査検測する場合は、“一网通用”で申請し、全省
においてすべての製品を無償検測することについて、全プロセス支援等の体制をとり、企業に
対し迅速に検査報告書を提供する。 

④ 飲食店向けにアプリでの販売サービスを支援する。 
⑤ 特定の設備生産許認可を切り替える申請手続きを優先し、6 か月未満の場合は、1 年まで

延⾧ができる。もし新型コロナウイルスの影響で許認可が切れた場合は、状況が安定してから
3 か月以内に許認可切り替えの申請が可能。 

⑥ ある特定設備の定期検査及びエレベーターの定期アフターサービスを延期することができるが、



AI や動画等の先進技術を用いた遠隔での検査とアフターサービスを奨励する。 
⑦ 計量器具を生産する操業再開企業の新製品についての批准許認可取得の申請手続きは、

各市、県レベルの計量技術機構による技術保障と対応を強化する。 
⑧ 当局による感染防止抑制標準の体制を作り、データベース化した情報及びウイルス防止抑

制に関わる国内外の信頼できる情報などは企業に発信する。 
⑨ 当局が企業に対して検査検測許認可を取得する為の便利なサービスを提供し、全面的に

CCC を免除し、“ペーパーレス、3 日以内の取得終了”を徹底する。 
⑩ 新型コロナウイルスの期間中に、製造企業が生産する防止抑制防護製品の品質検査検測

の費用の減免措置あり。飲食店、宿泊業の検査検測に関わる営業サービス事業が半減さ
れる。当局に所属している学会、協会における会員企業について 2020 年の会員費を減免
する。 

⑪ 感染期間における商標関連手続きの改善。 
新型コロナウイルスの影響で商標異議、商標却下再審査、無効宣告再審査などのプロセス
において当事者が法定期限又は指定期限までに関連証拠を提出できない場合、その関連
期限を権利行使の障害が発生した日から中止し、権利行使の障害がなくなる日から再度
継続することとする。新型コロナウイルスの影響で当事者が継続申請猶予期間内に、商標
登録継続申請手続きができない場合は、権利行使の障害がなくなる日から 2 か月以内に
関連証明資料とともに継続申請をすることができる。 

⑫ 特許申請優先審査と質権設定による担保融資の訪問サービス。 
優先的に操業再開企業や新型コロナウイルス対策関連の特許申請については、法規に沿
って全省特許優先審査リストに載せて迅速に処理する。全省において感染関連の原因で特
許権利を失ったすべての特許権利者については、権利行使の障害がなくなる日から 2 か月
以内に、権利回復の申請をすることができ、その場合の権利回復申請費が免除される。企
業による特許交付金の軽減の申請を積極的に手伝い、納付軽減の対象を拡大する。資
金繰りが苦しい緊急融資を必要とする中小企業については、特許権の質権設定による融資
を奨励し、その訪問サービスと全プロセスの指導を実施する。 

⑬  国有企業が主催する農業展示会について新型コロナウイルスによる混乱が安定してから 3
か月以内であれば出展ブース代が免除される。 

⑭ 企業の公平競争市場と権益を確保する。 
http://zjnews.china.com.cn/yuanchuan/2020-02-11/210647.html 
 
〇浙江省杭州市 
・2 月 6 日に杭州市が通知を発布した内容は以下のとおり。 

① 全市企業において、「分類、分区、分時間帯」という原則で復工を目指す。市や鎮、街道は
一つの地に一策、一つの企業に一策という方針で進めること。 

② “ホワイトリスト”制度を実施する。新型肺炎感染の予防抑制、都市運行と企業生産の維持、
人民生活の保障に関連する企業が「ホワイトリスト」企業として、業務再開が優先される。 

③ 企業の操業再開を申請式にする。各企業は、杭州市政府の発布した「企業操業再開規則」
に沿って、操業再開の方案を制定し、オンラインプラットフォームを通じて、業務再開予定日の
3 日前までに提出する。 

④ 全市統一の「従業員の健康 ID」というプラットフォームを構築する。プラットフォームを通じて、



一人一人の従業員の健康状況をオンラインで管理できる。 
⑤ 各企業がインターネットを通じての勤務、在宅勤務、フレックス制などを採用する。 
https://mp.weixin.qq.com/s/NBUYd51pQk4EckTqktsUsA 

 
・2 月 10 日に杭州市が「新型コロナウイルス感染の防疫作業における企業再開の支援政策につい
て」を発表。内容は以下のとおり。 
① 企業に対する融資コストを引き下げる。LPR(Loan Prime Rate)価格設定基準の運用を加

速し、全市零細企業の貸付総合融資コストを前年より 0.5％引き下げる。 
② 企業に対し、保証金の納付を免除する。市内すべての保証会社は零細企業に対して 2 カ月

分の融資保証サービス料金を免除する。非国有保証会社に対し、政府から 2 カ月分の補助
金を与える。 

③ 一時医療保険金の料率を引き下げる。経営不況でもリストラ対策を控える企業に対し、社員
の医療保険料の支払いが困難な場合、2，3 月の社員基本医療保険金料率の 75％のみを
納付可能。 

④ 企業の住宅積立金の支払・預金比率を引き下げる。感染の影響で経営困難となり、社員の
住宅積立金の納付が困難な企業に対し、住宅積立金の預金比率を最低 3％まで引き下げら
れる。又は 12 カ月間の住宅積立金の納付遅延を申請可能。 

⑤ 企業の家賃を減らす。国家経営の不動産を利用する企業に対し、２月と３月の家賃を免除
する。その他の不動産を利用する企業に対し、大家に家賃を免除するよう推奨し、2 か月以上
家賃を減免する場合、当月の不動産税と土地使用税を免除する。 

⑥ 貿易サービス企業に対し、補助金を与える。年間税収 50 万元以下の商貿会社、飲食店、旅
行会社、宿泊業、交通運輸会社、物流配達会社などの零細企業に対し、2019 年度増値
税の月間平均税額の残金限度額を基準として 2 か月分の補助金を与える。 

⑦ 不動産管理会社を支援する。疫病防止活動に参加する住宅団地の管理会社に対し、政府
側は管理面積 0.5 元/㎡の基準で 2 か月間の補助金を与える。 

⑧ 企業出資の職員アパートに対し、補助金を与える。規定通り社会保険金を納付済み、2019
年の年間収入が 7.2 万元以下且つ政府の住宅補助金援助対象外の職員に対し、一人当た
り 500 元の補助金を与える。 

⑨ 春節後に戻る外来人員に臨時宿泊地を提供する。政府は外来人員のためにホテルを調達す
る。全市 5 万個以上のベッドを確保し、約 2 億元の補助金を与える。 

⑩ 共働き家庭に対して、子供の在宅教育期間中に、子供の看護が難しい場合、うち一人に有給
休暇させるよう企業を説得し、非公的企業に一人当たり 500 元の補助金を与える。 

⑪ 緊急医療防疫物資の購買を確保する。 
https://mp.weixin.qq.com/s/moGBNIh0kohD1l3jneOgUQ 
 
〇安徽省 
・新型肺炎感染予防・抑止期間中に省内重点企業の雇用需要を保障 
 10 日、安徽省教育庁・財務庁・衛生健康委員等の政府部門は共同で「疫病予防抑止期間
中における就職作業に関する通知」を公表し、重点企業の雇用需要を保障し、農民工や高卒者
の就職作業を着実に行うと指示した。 
 通知によれば、重点企業に「サービス専門員」を派遣し、雇用者の紹介や社会保険、政策情報



発信などのサービスを提供し、重点企業の募集情報を優先的に公開する。新型肺炎感染予防器
具生産企業リストに記載された企業に一定の生産開始補助金を提供することとなった。 
 一時的に経営状況が難しく、社会保険の全額納付ができない中小企業は 1 年以内に延期納付
できるよう調整ができた。また、感染予防・抑止期間中に湖北省に戻れない同省出身の労働者を
雇用した中小企業や、6 か月以上失業従業員を登録した中小企業に 1 社に 4 万元の一時補助
金を提供する。 

＊詳細は下記 URL 参照（安徽網 2020/2/12） 
http://www.ahwang.cn/anhui/20200212/1982025.html 

 
・安徽省、第一弾の新型肺炎予防専用再貸付金 20 億元を配賦 
 10 日、安徽省は新型肺炎予防専用再貸付金 20 億元を徽商銀行（12 億元）、合肥科技
農商行（5 億元）、天永農商行（3 億元）に配付した。上記 3 地方銀行は分配された資金を
持ち、新型肺炎予防用医療用品や生活物資の生産・運送・販売を行う重点企業にプライムレート
を提供する。 
 地方銀行の新型肺炎予防資金需要を保障するため、10 日までに安徽省の関連銀行は新型肺
炎予防重点物資保障企業 14 社に計 1.73 億元の優遇貸付金を提供した。 

＊詳細は、下記 URL 参照（安徽省人民政府 2020/2/12） 
http://www.ah.gov.cn/zwyw/mtjj/8266231.html 
 

・安徽 道路公共交通 徐々に回復 仕事再開に向かう交通準備 
2 月 11 日、安徽省疫情防控应急指挥部（疫病情勢予防コントロール応急指揮部）は「关

于做好春节后错峰返程加强疫情防控工作的通知（春節明け仕事再開帰路のピーク回避疫
病予防コントロール対策についての通知）」を発表し、秩序よく徐々に動労公共交通を再開するこ
とを明確に示した。 
 同通知により、現在一時停止の各市内公共交通（軌道交通含む）、タクシー（ネット予約配
車含む）などは交通運輸管理政府部門が疫病予防コントロール状況によって、運営回復プランを
立て、当地人民政府あるいは疫情防控（疫病情勢予防コントロール）機構の認可を得てから実
施し、民間に知らせるとのこと。 
 また、合理的な運送配力を配慮しながら、各地政府は道路運輸経営者に対し、チケット販売を
管理、指導する。春節ラッシュ期間に遠距離客車の乗車人数を客席数の 50％に控え、距離置き
乗車、分散乗車、そして車内に観察コーナーを設立する。遠距離客車と貸切バスには最後の二列
を観察コーナーとして設立すること。 
 点対点（一地域対一地域）性貸切バスに関しては、各市、県間の疫情防控部門は連携しな
がら、当地域の出稼ぎ労働者、学生団体の集中的な仕事また学校帰路の需要を把握する。状況
によって、政府は団体貸切バスで直送すること。 
 通知では、さらに開放運営の駅内に乗客の体温検査を徹底的に行うことを強調した。体温異常
者（体温 37.3℃超え）を発見した場合、いち早く衛生健康部門へ移管すること。マスクを着用せ
ず乗車する者は一切拒否する。 

http://ah.people.com.cn/n2/2020/0211/c358266-33786629.html 
 
・安徽省における主副食品生産流通供給の保障を徹底 



 このごろ、安徽省政府弁公庁が発布した「新型コロナウイルス肺炎疫病に対しての主副食品生産
流通供給にかかわる若干措置」(以下は「措置」と略す)により、国民の生命安全及び健康を第一
にする前提で、政策支援及びサービス保障を強化し、主副食品の生産能力及び流通ルートを確
保し、食品市場の安定供給を徹底すると発表した。 

「措置」では、食品生産能力を保障すると同時に、物流の安定性を徹底的に確保し、効率を高
め、新しい流通モデルを構築することで、流通を更に円滑にさせる。物流園区が運送に間に合わな
い食品の在庫保管等に対しての費用を減免することを推奨する。物流企業に対してはインターネッ
トを活用して取り寄せ、調達する個性化サービス、新しい小売りモデルを推奨する。また、食品市場
を安定させるため、市場の供給を更に拡大すべく、スーパーにおける調達、運輸、品物の補給力を
高め、大型農産品卸市場では当地農産品の調達比率を引き上げ、他の地方での調達力も拡大
させる。 

一方、安徽省は経営困難な企業に対して、税収、金融及び雇用等の面での援助及びサービス
保障力を強化する。自ら利益を引き下げる重点企業に対して、ある程度補助金を支給する。生活
必需品の生産企業に対しては、水道ガス料の値下げを推奨する。国有性不動産を賃貸している
食品企業及び個人経営者に対して、2～4 月までの賃貸料を免除する。また、食品生産供給物
流企業を全省重点医用品及び重点生活品企業リストに入れ、銀行が低貸付金利の投入規模を
拡大することや金融機構が疫病予防重点保障企業に対しての金融優遇政策を提供することを激
励する。 

＊詳細は下記の URL を参照 
http://www.ahnews.com.cn/yaowen1/pc/con/2020-

02/10/496_166876.html 
 
・安徽省が「中小微企業の平穏かつ健康な発展をサポートする 20 条」を発表 

安徽省経済信息化庁が近日発表した「新型冠状ウイルス肺炎の発生状況に対応する中小企
業の平穏かつ健康な発展をサポートするいくつかの措置について」の内容について紹介。 
「措置」は全部で 4 つの方面で 20 条に分けられ、国が最近発表した扶助政策をより正確的に実
現し、金融サービスの充実に力を入れ、企業の賃貸料、税金などの負担を軽減する。保障サービス
を強化し、企業の難関を乗りきる。 

第一部分は、金融支援を強化する。製造業、小微企業などの重点分野における貸付支援を強
化し、疫病の影響で一時的に困難に直面している企業、特に小微企業に対して、銀行金融機関
は盲目的に貸付を引き出したり、貸付をやめたり、貸付を押したりしないようにし、期限付き貸付を
延⾧したり、あるいは元金の返済なしの継続貸付を奨励し、中央再貸付の関連政策を実行し、さ
らに 50 億元の再貸付額を手配する。オンライン業務の処理に力を入れ、省内の疫病予防とコント
ロールに重点を置いて企業の貸付需要を保障し、銀行金融機関は早急に対応すること。 

第二部分では、安定な雇用のサポートを強化する。疫病防止期間中に新たに雇用を発生する
小微企業に対し、新たに 12 ヶ月以上の労働契約を締結した人員の数に基づき、就業補助金によ
り一括で補助金を支給する。企業の失業保険料のリストラ率を前年度の全国調査失業率抑制目
標の 5.5%に緩和し、保険加入者 30 人以下の中小企業に対し、人員削減率は企業の保険加
入者総数の 20%を超えないまで緩和する。  

第三部分は企業負担を軽減する。国有企業の経営用不動産又は財産権を行政事業体の不
動産を賃貸する中小企業に対しては、3 ヶ月間の家賃を免除する。国家税収優遇政策を実施し、



地方の関連税金を減免し、疫病の原因で正常生産経営活動に重大な影響を与えられた企業の
場合、不動産税、都市土地使用税の減免を申請することができる。中小企業の電気、ガス、物流
などのコストを下げ、工業用電気価格は国の政策によって適時に調整し、工業用水価格、天然ガ
ス価格はいずれも 10%値下げし、期限は 3 ヶ月間とする 

第四部分は、サービス保障を強化する。疫病状況の予防・コントロールの重点物資の生産及び
産業チェーンの上、下流企業の再生産と増産の拡大を支援し、規定に従って補助金を支給する。
企業が疫病の発生期に多く生産する重点医療物資に対して、各級政府は全額保管する。企業信
用の修復をしっかりと行い、企業の不可抗力による軽微な行政違法行為に対しては、行政処罰措
置を慎重に実行する。疫病予防治療に専門的に使われる輸入薬品、消毒品、防護用品、医療
機器などに対して、素早く通関手続きを行い、疫病物資の通関遅延をゼロにする。 
https://mbd.baidu.com/newspage/data/landingshare?pageType=1&isBdboxFr
om=1&context=%7B%22nid%22%3A%22news_9168409026810758822%22
%7D 
 
以上 


