
新型コロナウイルスの企業活動への影響について
（華東地域の日系企業アンケート結果）

6月28日～7月2日まで実施
華東地域日商倶楽部懇談会会員企業等942社から回答

華東地域日商倶楽部懇談会

＊華東地域日商倶楽部懇談会は、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省内の日商クラブを構成員とする集まりです。

2020年7月7日



所属商工クラブ
（n=942）

業種別
（n=942）（単位：社）
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回答企業の属性（１）

上海 495
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製造拠点の有無
（n＝942）

統括会社か否か
（n＝942）

2

回答企業の属性（２）
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1.収益見通し

半数以上の企業が10％超のマイナス、うち約3割の企業は21%超のマイナスの影響
を受けるとの見通し。一方で影響なしやプラスの影響を受ける企業も1/4ほどある。
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2020年の収益見込み（対前年比）
（n=942）
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1.収益見通し

収益向上の要因としては中国国内需要の拡大。
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収益の向上要因
（n=66・複数回答）
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1.収益見通し
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収益の向上要因（自由記述） 概要

・マスク用金型の特需
・コロナによる緊急物資輸出入増
・業界のデジタル化が進む可能性が高い
・テレワーク使用部品の増産
・特定機種の販売増
・新型コロナによる春節後のセールスシーズンの後ろ倒し
・グループの他国拠点をサポートする出荷
・日本からの生産移管
・原料市況の下落による売買バランスの良化等の影響
・政府政策による社会保険の減免
・2020年度は新製品開発、コスト削減で業績改善を行う
・2-4月活動減に伴う経費減
・環境規制を受けない設備投資をした為
・19年が悪すぎた
・20年は19年よりは良いが、コロナ前の計画より約25％減



1.収益見通し

収益の低下要因としては中国国内需要の減少、次いで日本での需要減、その他地域
の需要減など、需要減を要因として挙げる企業が多い。
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収益の低下要因
（n=719・複数回答）
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1.収益見通し
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＜需要の減少・計画の延期＞
・輸入取引の減少による減収
・海外需要不足ので輸出減少
・顧客の輸出減により、電子部材の購入も抑えられる
・コロナ禍における建設進捗の大幅遅れ
・COVOD-19の影響が直接出た1-3月のマイナスが響いた形。4月以降は

寧ろ好調
・客先投資計画の延期
・新商品リリースの遅延

＜１９年の大型案件の影響＞
・前年は上期に大型案件の受注があった為、前年比でマイナス

＜環境等に関する規制＞
・中国国内の環境対応による稼働制限
・化学企業に対する規制
・昨年江蘇省で発生した爆発事故による仮需がなくなった為

＜価格の変化＞
・競合激化による売価低下
・原料価格高騰、販売価格下落
・コスト保証のマークアップ方式の収入となるためコスト減少⇒収入減少
・契約金額の減額

収益の減少要因（自由記述） 概要
＜事業停止・サプライチェーンの見直し＞
・製造業務移管に伴う固定費の上昇
・中国工場製造商品の納品延期
・不採算部門業務終了のため

＜政府のコロナ対策＞
・生産許可の遅れ、稼働日数の短縮
・2月3月の政府主導減免措置による減益
・駐在員の早期の中国への渡航ができていない
・中国から日本への出入国の規制
・イベント、展示会が開催できない
・中国在留邦人の減少

＜金融関係＞
・金利低下
・コロナ影響による既存債権の不良化
・顧客の売上高減少に伴う保険料低下



1.収益見通し

収益減・増への対応としては、得意先との関係維持、経営コストの削減を上げる企
業が多い。
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収益減・増への対応
（n=719・複数回答）
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1.収益見通し
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収益減・増への対応（自由記述） 概要

＜新市場開拓＞
・新商材の取扱い、新業界への参入
・新規顧客開拓
・変化の早い市場ニーズに対応できる製品開発
・設備投資による効率化
・生産性向上
・市場撤退も視野
・設備建設の早急な進捗
・4月以降は寧ろ急速回復、売値は下がっているが原料安で収益も確保
・不動産収入の確保

＜渡航制限への対応＞
・日中間の自由な往来の早期再開
・駐在員の派遣
・人員確保
・現法社員にもによる装置据え付け、立ち上げの実施
・現地生産化の推進

＜顧客との関係＞
・債権回収の徹底
・在庫の取扱いに関する取引先との責任負担の明確化
・納期影響（遅延・短縮）の対応
・顧客への信用拡大
・貸倒引当金の計上

＜その他事業の見直し＞
・コロナにより積み上がった在庫の削減
・受注残の解消
・日本側への早期輸出
・従業員の雇用維持対策
・原材料価格の低減
・輸入の増加
・安全対策強化
・生産体制の強化
・事前の情報収集
・事業撤退



2.COVID-19の見通し

COVID-19の感染拡大が収束し、事業が正常化する時期としては、8割近い企業が
2021年以降と見込む。
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事態正常化の時期
（n=942）
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2.COVID-19の見通し

今年の中国経済の成⾧率の見通しとしては、半分以上の企業が0～2％程度になると
見込む。5～6％程度の成⾧を見込む企業はわずか2％程度。
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2020年の中国経済成⾧見通し
（n=942）
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3.ビジネスモデルの見直し

中国拠点におけるビジネスモデルの見直しを行う予定がある、またはすでに着手し
た企業は4割近い。
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見直しの有無
（n=942）
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3.ビジネスモデルの見直し

見直しの内容としては販売戦略の見直しが最も多く、調達先の見直し、次いで雇用
関係、人材の現地化（駐在員削減）となる。
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見直しの内容
（n=354・複数回答）
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3.ビジネスモデルの見直し
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・テレワークの活用拡大
・オフィス移転
・オンライン業務の増加
・現地法人の統合
・拠点統廃合
・現調化比率を高める
・新規事業の立ち上げ
・日本に完全依存しないビジネス割合に関し常に柔軟に対策をとれる様に
・事務所活動（情報収集、イベント開催等）の見直し

見直しの内容（自由記述） 概要



3.ビジネスモデルの見直し

見直し開始時期としては、7割近い企業が既に着手しており、年内とする企業も合
わせると9割を超える。
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見直しの開始時期
（n=354）
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3.ビジネスモデルの見直し

見直しの理由としては、COVID-19の影響とそれ以外の影響の両方を上げる企業が
3/4あった。
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見直す理由
（n=354）
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3.ビジネスモデルの見直し

ビジネスモデルを見直さない理由としては、すぐに判断できない（様子見）とする
企業が6割超。影響がないとする企業も2割。

17

見直さない理由
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3.ビジネスモデルの見直し
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・既に客先の稼働は回復しており通常に戻っている為
・ビジネスモデル等の見直しを行うほど、COVID-19の影響は⾧期的ではないと考えている
・⾧期的には影響が小さくなる
・設立して間がない
・まだ立ち上がってもいない
・影響はあるが見直すべきではないと判断
・中⾧期的な路線は変わらないから
・感染はいずれ終息するから
・コロナ以前より着手
・COVID-19要因とは別に営業生産終了
・簡単に変更できない
・自力ではどうにもできない
・現時点では影響が無い
・出資会社の意向に沿う
・食品・化粧品の機能性原料販売が主なため事業戦略の必要性は無いが、注力ポイントは市場（顧客）需要に合わせて対応
・地産地消のビジネスモデルがある程度できている
・元々の業務範囲が狭い
・規制業種のため
・複数調達など、コロナ以前から着手している項目が多く、コロナ拡大を受けての変更というものは無い
・昨年構造改革実施済み
・事業撤退
・既に政情不安を織り込んだ法人形態にしている
・COVID-19以外の要因により事業再編中のため

見直さない理由（自由記述） 概要



3.ビジネスモデルの見直し
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「地産地消のさらなる進展」、「マルチプル・ソーシング（複数調達）」、
「人材現地化」など、事業戦略やビジネスモデル見直しに関する関心・課題について
（自由記述） 概要

＜人材＞
・管理者人材を現地化していきたいが、適当な人材がなかなか見つからない
・現地社員による企業運営、現地企業への拡販
・中国の産業がどう進んでいくかをいち早くリサーチし、それに乗っ取った人材の育成（人種問わず）が最重要
・人材現地化の加速
・現地人材管理職クラスの能力向上、自動化・省力化の取組み
・人材活用と契約社員についての対応
・中国国内の普段の管理は現地人とするが、組織上のトップは日本人とする。その時の、給与や税制上の問題に関心が有る。
・人材の現地化。2001年に江蘇省に会社を設立してから来年で20年になる。コストが掛かる日本人駐在員を減らし、経営コストを削減するとともに、これまで残ってくれて事業に貢献してき

た現地社員が責任あるポジションで活躍できるようにする事が、これから1~2年の重要な課題であると認識
・日本人での管理体制から中国国内での人材育成・中国人管理者（高級管理者）の採用検討
・管理者の人材現地化をすすめたいが、マッチした人材がいない
・政府の方針により、法規制などが頻繁に変化する中国において、優秀な現地スタッフの確保と育成により、現地スタッフで適切に対応できる体制の構築が重要である。
・給与体系の見直し
・国内国外の人の往来自由化が制限されるコロナ禍での、人的資源の配置の見直し、および遠隔業務拡大のための情報の共有化とスピードアップによるリモート経営の強化が重要ポイント

経営・マネジメント層の現地化の加速
・国内外の往来が不自由な前提での営業活動や、人材の現地化に向けた推進モデルが必要
・幹部社員のローカル化・給与制度を日本式（年功序列型定期昇給）より欧米方式（業務内容に基づく報酬制度）に
・顧客グリップ及び新規顧客開拓に日本人駐在員が必要であるため人材現地化は検討事項
・國を跨ぐ行動制限により出張ベースの業務の大幅見直しが必要になると考えている。これまで出張でカバーしていた人材の出向化を進め、とは言え、大幅な増減はコスト観点からあり得ない

ので、必要な現地化は加速が必要。
・商社であり製造業とは異なりますが、日本からのSVが入れない為の影響が出始めています（設備の立上・改造などに支障）。日本への輸出も同様。今後、設備のみ輸入・輸出し、国の中で

完結できるような人材を社内外で確保する必要性が強まっている。特に中国内の体制強化。
・日本からのオンラインによる現法社員教育の質向上
・中国人ﾛｰｶﾙの成⾧が捗らず現実は未だ数年の時間が掛かる見込み
・人材現地化に取り掛かっているものの、どこまで任せていくかについて本社と考えが違う点
・人材現地化に加え、開発機能の現地化についても進めていく必要があり、本邦側と議論を進めている。
・日本に避難中の駐在員とのリモートで１００％ではないが業務を進められることが今回分かった。
・「経済補償金」や「退職金」などの給与制度対応人件費の高騰への対応
・テレワークの拡大による”働き型改革”。人材現地化の加速、日本人出向者削減の加速
・弊社は設計・開発部門が中国にはないため、顧客との技術打合せ等のニーズに対応するスピードＵＰの強化が課題であり駐在員の人材見直しを含めて検討中。



3.ビジネスモデルの見直し
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「地産地消のさらなる進展」、「マルチプル・ソーシング（複数調達）」、
「人材現地化」など、事業戦略やビジネスモデル見直しに関する関心・課題について
（自由記述） 概要

＜中国での市場戦略見直し＞
・中国市場でのシェア拡大
・中国の内需は巨大。中国現法の使命は、その内需から利益を獲得することが最も重要
・顧客のサプライヤーチェーンの見直しによって事業拡大の可能性が出てきている。
・すでにすべての見直しはコロナ以前より着手。あとは国内需要動向次第。
・地産地消は進めていくべきと思うし、実際マーケットは最終顧客はともかく圧倒的に国内である。
・更に中国市場の拡大が必要と考えるが、自動車のグローバル調達上の問題もあり一筋縄ではいかない。
・中国企業との取引の難しさあり、対応に苦慮
・国内市場向け商品開発へのシフト
・中国（日本）政府投資事業への参入
・中国内需での拡販
・非対面型・リモートの営業スタイルの構築
・中国国内製品の国外拠点への販売網を如何に整備していくか。
・国際関係の緊張は更に高まるので、内需（民需）の開拓により注力する
・日本向け大量生産型ビジネスから中国国内マーケット向け多品種短納期低コストビジネスへ展開を試みてゆき脱日本施策を進めていかなければ、会社はじめ従業員の将来は無い
・当地市場向けの商品開発の実施
・現状は、「自動車」「半導体」関連企業を主要顧客としているが、感染拡大後にライフスタイルが変化している中で、新たなマーケットを開拓していく事を課題としている。
・巣ごもり消費に対応すべく、OnlineやOMO販売の強化
・消費者行動の変化に柔軟に対応するためのフォーカスエリア、ポートフォリオの見直しを急務と認識し着手している。
・当社製品について教育市場偏重傾向から自宅エンターテインメント需要喚起への方針転換。
・コロナ影響を鑑みて、エリア毎に有力販売代理商の強化と新たな構築
・日本国内受注（弊社本社）、中国製造のモデルから、中国国内受注、中国製造のモデルに切り替える。国内受注の為の現地営業社員の採用が優先事項。
・ＷＥＢ販売・ＢtoＣ販売開始
・現在LIVEコマースやショートムービーが旬である。しかしながらそれらマーケットを理解している企業はほぼ皆無である。コロナウイルスの影響も加勢してか、日本の中小企業は新しい業務

への取組みを控えている状況である。国をあげて取り組んでいく必要があるのではないか。
・戦略云々よりも、ちゃんと地に足付けて、中国顧客のニーズに寄り添って、展開検討すべき
・かなり現地化が進んできた。販売市場も中国ローカルメーカに依存している。
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「地産地消のさらなる進展」、「マルチプル・ソーシング（複数調達）」、
「人材現地化」など、事業戦略やビジネスモデル見直しに関する関心・課題について
（自由記述） 概要

＜中国と海外市場の関係＞
・調達先の変化及び生産地の中国国外移転。COVID-19の影響の後、サプライチェーンに変化があるかどうかに関心。特に中国と海外市場との関係。
・地産地消→輸出入規制等の影響を考慮して現地生産化を促進させる
・複数調達→BCPの観点及びコストダウン目的で行う
・販売店網→地域有力代理商構築により販売強化及び情報収集力を上げる
・生産現地化・部品調達現地化をこれからのコスト削減策として考える必要
・地産地消の更なる推進、人材の現地化
・中国国内だけでは不足するので付加価値のある製品（材料）を日本側に輸出することが必要
・海外向け取引不調が引き続き懸念される中、中国での地産地消率の増加を目指している。

＜品質・コンプライアンスの課題＞
・材料を中心に現調化拡大を進めているが、まだまだ継続的な品質確保に不安があり思うように進まない。生産設備に関しても国内設備導入のトライを進めているが不具合が多く生準に時間を

要する。
・現地化による不正の防止、サービスクオリティ維持方法について
・原料の現地調達も進めているが、技術的な理由で現地化のできない原料がある。如何に安定した品質の原料を調達できるかが課題だが、低価格見合いの現地グレード等、中国市場に見合った

形への意識を進める必要があると思う。
・人材の流動性が日本と比べ遙かに高く，重要技術には関わらせにくい
・現地化が進み劣化しつつあるサービスの向上というソフト面、ハード面双方の同時向上の計画が急務
・内部統制、CSR調達の強化
・人材現地化はガバナンスの問題から進められていない企業が多いように感じる
・⾧期的な戦略として、製法などの技術ノウハウの流出防止の観点より、現地化すべき人材と、すべきでない人材を良く考えて見直しすべき

＜ネット関係＞
・人、モノ、場所、プロセスをインターネットに繋げる
・テレワーク、遠隔支援で、グレートファイヤウォールが大きな支障となっている。緩和などを行わないと、ビジネス面で中国への海外企業からの魅力はさらに低下する可能性あり。
・インターネットを使った消費者への製品訴求
・テレワーク体制のルール化にあたっての就業規則に見直し、および在宅勤務にマッチしたネットワークインフラソリューションの確立。
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「地産地消のさらなる進展」、「マルチプル・ソーシング（複数調達）」、
「人材現地化」など、事業戦略やビジネスモデル見直しに関する関心・課題について
（自由記述） 概要

＜中国での生産・調達見直し＞
・安価に製造し納期短縮できるかが今後の市場悪化と競争力向上につながる
・目先は調達コスト削減のための開拓に注力している。地産地消の促進は継続。
・国を跨ぐ物流への影響が大きいと思われるが、それによって顧客の現地調達比率が高まる可能性はどれだけあるか。
・現地設備メーカーの開拓、現地部材・部品メーカーの開拓
・中国国産化比率のさらなるアップ
・設備投資をして中国に根を下ろすか、撤退するかの判断を早期に下す。
・製品を生産するために日本から原材料を調達しているので中国で現地調達する大きな課題を抱えている。
・地産地消を進めたい特に原材料を日本製→中国国内製にしたい
・サプライチェーン分断が今回確認され、更に中国内での地産地消が進むと考える
・サプライチェーンの安定化のため、日本偏重から現調化を推進する。コスト効果もあり。
・コスト削減のための各国各地域で自立可能なサプライチェーン確立生産性向上のための自動化推進（中国製機械と中国システムインテグレーター起用が必要）地産地消の拡大
・仕入先の拡大を図り、複数調達化を目指しているが日本の最終ユーザーがトレースサビリティーの観点から認めない
・仕入先の変更に関しても申請して許可を取る必要があり、変更まで数カ月掛かる
・全土に分散するEMS先の統合と国内外に問わない選択
・中国国内で販売される装置の製造を当社で行うよう製造移管を進めようとしているが、移管しようにも技術指導を行うために人の往来ができずとん挫している状況
・地産地消は推進していくべきだが，日本本社との温度差が大きい。
・日本と比べサプライチェーンが充実しており調達見直しは実施しやすい環境にある
・購入資材を輸入品から国内製造品へ切り替え、客先にVEVAとして推奨する
・設計や部材ベンダーのローカル化を加速させるPJを発足させるとともに、非保税での中国国内向け出荷用の生産体制構築を検討中。
・中国生産⇒日本他海外輸出が主なフローだが、一部製品の生産拠点を中国一極集中のリスクが大きいと考え、中国以外の拠点へ分散出来るか検討中
・為替リスクを最低限にするため、部品の現地調達をさらにアップする
・投資に見合う数量ボリュームがあれば現地調達は積極的に実施すべき。半端な数量の時が困りもの。BCPの観点と価格競争力の維持とのバランスが悩み所。
・顧客からは、現地の近場で材料調達が出来る様にと求められている。
・「地産地消」に関しては中国の様な巨大な市場では進めるべきと考えるが、今回のコロナの様に全国的な事案からの影響は非常に大きくなってしまう。ただ、コロナの様に10年に一度ほどの

影響を常に考えておくことも難しいので考慮はしつつも進めて行くという事になると考える。
・ブランドイメージ維持、向上。
・輸入原料が半数以上なので中国国内で調達出来るか（商社も含め）検討中。簡単には原料の変更が出来ないのでサンプルを入手しテストを行っている。※以前も地産（中国）原料への変更を

実施した事があるが品質が悪く断念した。
・生産の自動化を加速させて人員削減
・中国市場での技術的（性能的）対応可能品の発掘
・原料の調達に関しては、輸入品から国産品への切り替えを検討中。また、代替のきかない輸入原料に関しては、リスクはあるが多くの在庫を確保する。
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「地産地消のさらなる進展」、「マルチプル・ソーシング（複数調達）」、
「人材現地化」など、事業戦略やビジネスモデル見直しに関する関心・課題について
（自由記述） 概要

＜その他＞
・地産地消だけでなく輸出も含めたフレキシブルな製造販売体制の構築
・他地域の生産能力余剰を活かしたマルチプル・ソーシングの拡大に取り組み中
・中国では危険化学品の規制が厳しくなるのではなく、手続きが煩雑になるだけで化学品における中国離れは更に加速するものと思われます
・物流の場合、産業障壁の低い業態で、単なる保管や輸送だけではローカル企業に勝てないため、新機能構築したビジネスへ変貌させることが必要。
・物流ビジネス全体が変革時期に来ている。差別化が難しい中で付加価値を如何につけるか、若しくは中国市場との関わり合い方自体を見直す時期に来ていると感じる。
・新インフラ整備に関わる領域でのビジネス追求
・5Gの発展状況、NEVの拡大など新技術の市場導入状況
・中国側の輸入に対するスタンスの変化の有無について（政策の変更や輸入促進する品目等）
・米中貿易摩擦やコロナ禍によるサプライチェーンの変化に関心
・特に中小企業では、日本本社が、金の出し入れ含めて全てをコントロールしているところが少なくない。出張が出来なくなって企業活動に弊害が出ているが、なかなかそのような会社は現地に委

ねることがない
・中小の労働集約型企業が沿海部から中部地区へ、さらに奥地へ雇用創出を伴いながら移動する。ただし現有労働者への経済補償金など企業整理と清算時の負担が重く、労働集約型企業が奥地へ到

達する前に体力が尽きてしまう。中国政府の政策が必要ではないか。
・中国国内の新エネルギーに対する補助金の動向が、マーケットに与える影響が大きく関心が高い。
・地産地消により貿易関連の業務量と収益が大きく低下するのではないかと危惧
・中国メーカとの協業
・日本経済、日本人が一層内向き志向になることを非常に懸念
・コロナ終息後の消費行動やサプライチェーンが以前とどの程度変化するかが今後の注力する分野の決定において重要となるため注視していく。
・中国内現地法人の再編成
・製造販売機能の統合
・環境規制対応コストが年々増加し、経営を圧迫している
・今回一連の外的問題により内的努力では賄えなくなることが予測される。中国での操業継続が難しく徐々に縮小せざるを得ない。
・経験則での経営から数値に拘った論理的な経営
・中国では市政府によって活動制限が大きく異なることもあり、上海市以外にもバックアップできる追加オフィスを検討。
・近隣に自動車メーカー(客先)がない状況で地産地消が加速すると中国国内のグループ内他拠点と比較して、自拠点での優位性(コスト、品質等)を如何に出していくかが課題(グループとして利益を

出す為にもグループ内各拠点の役割/責任を明確にする必要がある)。
・中国経済が右肩挙がりの成⾧を持続していくとの想定のもとでのビジネスモデルを構築してきたため、抜本的な見直しに着手しているところ
・COVAD-19影響よりも、21年度以降の中国の成⾧を見ていく必要を感じています。今年度は、中国政府による補助政策や財政投入により一時的に維持すると思いますが、過剰在庫・過剰設備投資

が足を引っ張る要因になるのでは？また、中国では米中関係が象徴的で対外政策の機微により国内政策が都度変化することが想定できる。雇用に関しても製造業では中国従業員のリストラクチャ
リングが簡単にできず。バブルのような現象が起きた場合、労務問題に大きなリスクを孕んでいると言える。これらを総合的に考えた場合、市場規模のメリットはあるものの中国とその他海外を
明確に分けた市場戦略を再構築する必要があるのでは



4.その他

中国国内出張については政府指定の高・中リスク地区以外は可とする企業が6割超。
依然として出張不可とする企業も1割弱。
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中国国内出張
（n=942）

全国への出張

可

4%

政府指定の

高・中リスク

地区以外は可

63%

より限定的な

範囲で可

26%

不可

7%



4.その他

COVID-19に対する中国政府の対応については評価するとする企業が7割超。一方で
渡航制限の緩和を求める声が非常に多い（自由記述参照）。
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COVID-19に対する中国政府の対応
（n=942）

高く評価する

14%

評価する

73%

あまり評

価しない

11%

全く評価しな

い

2%
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中国政府や日本政府に期待すること、その他関心事項
・往来の自由化、航空便の増
・ビジネスマンの往来は閉じないでほしい。
・未だ中国に戻れない状況。日中政府が協力しチャーター機の準備を早急に実施頂きたい。
・私自身が中国に戻れていないので、渡航制限の緩和を早めて欲しい
・一日も早く以前の様に日中間を行き来できるようにして頂きたいです。
・ビジネスに関連する人の行き来の条件緩和。駐在員家族に対するビザの発給。航空旅客便に対する規制の撤廃。
・日中間の出張者が楽に行き来できる環境の早期実現
・通常の渡航の再開（ビザ発給・隔離やPCR検査の簡略化）
・①日本人（赴任者）の中国への帰還が可能になる様に規制緩和をお願いしたい、②日本一時帰国→帰国できた場合の規制緩和（ビザ失効等）
・日本から中国へ戻れない、家族や駐在員（新規赴任者）が中国へ戻れる対応を取る事。・中国に赴任している駐在員の日本への行き来ができるようにして欲しい。
・何時かに入国に関する規制が緩和できるのかにずっと関心を持っています。
・駐在員の往来をコロナの対策をしっかり取って早くして欲しい。
・ベトナムとの入国規制緩和措置が取られたが、中国との間でも早く実施して欲しい。中国側の入国拒否が緩和されないと、実質日本へ一時帰国することが出来ない。
・現時点では感染対策が難しいことは承知しているものの、両国の相互の人的移動について制限を設けた上で徐々に増加させる取り組みに期待しています。
・駐在者の日本への一時帰国について柔軟な対応をお願いしたい。
・生産拡大に伴い日本設備を導入するがＳＶが入国できず生産に影響を及ぼす。Fast TrackでＳＶを隔離無しで早期に入国許可をお願いしたい。
・日本人駐在員の中国戻りや日本からの入国規制解除
・少なくとも商業ベースでの行き来については、規制を全面的に撤廃して欲しい。隔離必須や査証の失効などは大きなネック。
・日本からのお客様多当社の往来が規制されており、案件が進捗しない、早めのビジネス限定での往来復帰がカギとなる
・期待：企業人員について、隔離措置なしでの往来の早期実現。・要望：往来困難時期に｢居留許可証期限切れ｣「日本の免許の期限切れ」などに対して優遇措置を希望。
・日本と中国間の往来についての制限解除、駐在員の新規赴任などができる状態になるよう期待
・双方にて従来での行き来ができるよう早期解除、緩和をお願いしたい。
・国際間での人の移動・業務・交流が出来るような形で、COVID-19対策を進めていって頂きたい。
・政治的要因や国民感情もある程度配慮は必要かもしれないが、双方国民の往来再開については、収束程度の科学的見地からの判断を優先してほしい。
・現状況では、駐在員は日本でも２週間の自宅待機、中国に戻ってからも政府指定ホテルなどでの２週間の隔離、と往来に制限があり、実質的に渡航できない状況です。
・駐在者の早期入国許可を願う(visa申請してではなく)。
・居留証所得者から中国入国を緩和、また期限切れ、または期限が切れそうな居留証所持者への優遇。
・入出国規制の早期正常化
・PCR陰性者への渡航制限の撤廃、隔離撤廃、フライト数回復を強く希望する。
・日中間の人の往来の正常化が遅々ではあるが進んでいるが、スケジュール感が分かる情報発信をしていただきたい。
・フライトを増やしてほしい
・少しでも早く、ルールを決めた上で、人の往来が出来るような対策を講じていただきたい
・駐在員が帰還できず困っている。赴任者の着任が出来ず困っている。早急に往来可能な状態にして欲しい。
・政府補助に対する拡大と中国・日本への入出国規制の緩和
・日本⇔中国の渡航許可を早く認めてほしい
・難しい話とは思うが、両国の往来について「絶対条件の14日間隔離」の見直し。 双方への出入国時にPCR検査を実施することに対応変更を希望する、
・人の移動に対する規制緩和。駐在員の体と心の健康についてそろそろ厳しい状況になりつつあるという危機感がある。
・出張者の入国ならびに駐在員の一時帰国が難しい状況が続いている状況を早く改善してもらいたい。
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中国政府や日本政府に期待すること、その他関心事項
・日中間の往来の制限を早期に緩和すること。特に中国の「外国人工作証（居留許可）」保持者に対する制限の緩和。日本側PCR検査体制の拡充を含む。
・日中間の往来を早急に実現させていただけると幸いです。
・双方の政府で渡航に関する条件を協議し移動の再開をして頂きたい．条件とは例えば出国時に行う検査、入国時に行う検査、検査を行う機関の設定などです．
・渡航再開と出入国時の感染リスク防止対策について
・日本、中国のビジネス関係者（駐在者・出張者（特に技術者））は、出来る限り自由な往来が出来るようにして欲しい。技術者が出張できないので、日系企業による中国国内での新規プロジェク

トが、今現在、立ち上げが遅れているように思われる。制限の無い自由な往来といっても難しいと思うが、中小零細企業でも対応可能な手法を、検討して頂きたい。
・日中間の人的交流の復活を早期に望む。
・日本からの飛行機などの手配協力
・中国⇔日本の渡航制限を、条件付きで解除の方向に進めてほしい。現状では全く情報がない。駐在者として、家族為の帰国の自由度がない
・日中渡航規制の早期緩和
・日本政府には、感染予防と拡大対応の強化を期待
・ビジネスでの往来のハードルを下げ情報をわかりやすく公開してほしい。行動制限はあってもいいので、日数制限を下げてほしい。
・1日も早く、相互ビジネス交流を再開していただきたい。航空便も規制だらけで全く予約もできない状況。又、日本政府の対応は甘い。特に東京の歓楽街など大幅に規制すべきである。
・人の往来の自由化
・中国、日本での2週間隔離を早期に撤回お願いしたい。
・現在のように、入国後の隔離が残っていると、出張等への制約が大きい。現状の検疫レベルを確保しつつ、もっと自由度を上げられる政策を期待したい。
・日本からの入境を早期回復してほしい。
・医学的見地からでは、感染防止を優先させる政策（外国人入国の規制強化、中国でも同様）を理解できるが、コロナ禍の⾧期化の可能性が高くなる中、他国でのビジネスは現地化若しくは撤退を

選択せざるを得ないと考える。
・中国-日本の行き来を従来通りに戻してほしい。そしてPCR検査を実施必須では本来のビジネス活性化の行き来にはならない
・感染対策をしっかりやった上で、自由往来を早く実現してほしい
・中国-日本間の渡航制限の早期解消してほしい。特別ビザ申請での中国渡航を計画しているが、飛行機便が少なく予約困難なため予定している時期に渡航が出来ない可能性が高く、事業計画に大き

な支障がでそう。
・日本人駐在員の早期入国許可
・早々に両国でのCOVID-19の感染終息を期待します。
・PCR検査実施での隔離免除でのビジネス、エンジニアリング関係の往来を早急に進めてもらいたい。ビザの発給の緩和、再開と日本政府においては往来者のPCR検査を拡大してもらいたい
・国間の往来の自由化を早急に検討に入っていただきたい。新規業務の取り込みにも大きく影響し、売上増を見込めない。
・居留許可証を所持している駐在員と帯同家族の入国制限を早急に緩和して欲しい。双方ともにストレスが限界であり、また緊急事態においても往来できない状態は人道上の観点からも大きな問題。
・日本政府は外交バランスのみに配慮しているのではないか？
・一時帰国を希望しているので、対応してもらいたい。
・まず、日本政府がCOVID-19の抑え込みを徹底してほしい。自由な往来の前提だと思う。
・両国間の入国規制の緩和を期待します。PCR検査陰性者の隔離処置緩和、1週間程度の滞在予定者への隔離緩和等。日本へは、各種資格（運転免許証）等の有効期限の延⾧を特別に認めて頂きたい。
・在中国駐在員の再入国を緩和願いたい。再入国禁止ではなく所定の隔離、ＰＣＲ検査を経れば再入国可能にならぬか配慮頂きたい。
・私自身が中国に戻れていないので、早急に入国管理体制を緩和して欲しい
・情報の透明性と素早い対策。
・入国規制の早期対応およびビザ取得の情報
・中国入国規制の早期緩和
・いかなる疫病もゼロリスクにはできないため、できるだけ早期に相互移動を再開して欲しい。
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中国政府や日本政府に期待すること、その他関心事項
・制限付きでも人の往来の早期解禁
・日本はPCR検査数をなぜ増やさないか？
・入国禁止状態のため駐在者の一時国や出張者の往来もできず大変困っている。日本に残されている家族も限界が来ています。核酸検査でも何でも受け、指定場所で待機もするので居留許可を所持

している者はせめて許可されるように強く期待します。
・現地へ駐在員及び帯同家族を戻すに当たって、１．航空便の週一便体制、２．PCR検査の実施状況、３．感染症安全情報（レベル３であること）がネックになっている。しかし、１．については

チャーター便の手配が徐々に進んでいるようで有難い。３．については漸く社内的に当該感染症安全情報は渡航規制の例外とするという通知が出た（ということは多くの日系企業で同様の判断に
なっていると考える）ので、残るは２．の体制を早く日本側で整えてほしい。中国到着後14日間の隔離を強いられているが、隔離ホテルの劣悪な環境（ましなところもあるが選ぶことができな
い）で、特に夏季でもあり体調に影響を及ぼす懸念を持っている。ファストトラックの実現を切に願う。

・現在中国で就業ビザを取ることが難しい状況になり駐在者の代わりを入れることが難しい。日本人は中国の判断ではNGでも会社として十分なスキルを持ち対応できる。もっと中国との関係をよく
し就業ビザなどの取得を緩和してほしい。

・日中間のビジネス往来を早期回復して欲しい
・規制を保ちつつも限定的な渡航の開始
・両国における入国時の隔離の緩和
・状況にもよりますが1日も早い日中間移動が出来る様になるのを望みます。
・日本政府の適切な対応。
・区域限定での渡航解除
・人の往来に対する規制の緩和を両国政府間で調整するよう強く望む
・国内外人の行き来の回復、隔離規制解除、更なる政府からの支援施策など
・早期に相互出入国を許可していただきたい。
・入出国規制の早期緩和
・全てにおいて、早く正常化することを望みます。
・日中間のファスト・トラック導入を早急に進めてもらい、日本との往来が容易にできるように期待します。
・外国人の出入境規制を早く緩和して欲しい。
・早急に日本⇔中国の往来処置の緩和をお願いします。弊社では2月に日本人を新規採用しておりますが、現時点まで日本国内で待機中です。現在、日本にお客様より多くのお引き合いを頂いており

ますが、見積り～の対応が後手になっておりビジネスチャンスの損失を招いております。
・ビジネス関連の人的往来規制の大幅緩和
・日中両国政府とも自国内の感染拡大をうまくコントロールしていると思う。その中で、経済の活性化のため両政府が人の往来再開を慎重な中にも出来るだけ早く実施して欲しい。
・日本との往来に関して隔離期間を短くしてほしい。SVなどの往来ができないと案件が前に進まない。
・ワクチンの早期市場投入
・日中の往来自由（交通機関等）を早急時実施してもらいたい。
・駐在員の一時帰国、日本からの出張について早急な規制緩和を期待する。
・駐在員が帰任出来ていない、設備メンテナンスで外部支援（日本技術者）を受けられないなど、事業を継続する上で不安となる事態が続いている。中国政府の受け入れ緩和に対して、日本政府か

らの駐在員帰任、出張者への支援を頂きたい。
・政府間協議を行い早急にビジネスでの渡航を認めて欲しい。特に現地に戻れていない駐在員についてVISAの発行や航空機の手配等の対応をお願いします。
・早く、両国間のビジネスでの往来を解禁してほしい。中国へ戻ってくる赴任者には解禁の動きがあるが、現駐在員の往来がまだ出来ない状況である。
・評論家より実際に経済活動している世代に対し手厚い制度を設計していただきたい。＊経済を支える現役世代にとって生活が良くなる実感がない。（企業や国のため頑張ると税金が増え、生活向

上の実感がない）＊この姿を見て、若い世代の購買意欲・海外進出などの学習意欲が大きく停滞しているのでは
・PCR検査、抗体検査の頻度をあげて、両国政府が駐在員や技術者の移動制限を緩和していただきたい。日本人駐在員用の生活物資の発送を規制しないで欲しい。
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中国政府や日本政府に期待すること、その他関心事項
・感染情報の開示。日中間のビジネス目的往来の再開（万全の感染拡大防止策徹底が前提）工作許可/居留許可の円滑な更新在上海日本国総領事館でのパスポート更新の即日発給
・感染拡大を防ぐのでなく、そろそろ経済優先で考えてほしい。
・駐在員(居留者）への配慮（出入国規制緩和・帰国費用軽減策・薬など人道的援助）
・隔離は致し方ない。と、判断します。しかし中国渡航を早く緩和してもらいたい。ＰＣＲ検査で問題なければ、直ぐに入国させてほしい。隔離は、あまりにも過酷すぎる感があり、躊躇してしまう。
・減免措置の継続による経済安定の下支え・輸送物資拡大(中国と諸外国間)
・日中間の人材移動に関する交渉の進捗状況
・中日間の定期旅客便の再開
・渡航に関する規制を早く緩和してほしい。
・日本に一時的に帰っている駐在員が、早く中国に戻れるようにして欲しい。
・感染の抑制を推し進め、出張者が往来できる環境をいち早く確立して欲しい。
・情報公開の中身が現実である事の担保。ビジネス往来の早期再開。
・海外との往来規制解除、それに伴って感染再拡大した際の医療体制の充実。
・コロナウイルスが終息に向けて、中国政府と日本政府が協力して、正常に活動できるように願っています。
・日本政府には、他国との並びにとらわれず、中国の新型コロナに関する現状を正しく評価してもらいたい（東京をはじめとする日本国内よりはるかに状況は落ち着いている）。
・技術者の相互訪問を解禁してほしい。各種の検査受診は仕方ないが、隔離期間は出来るだけ短くしてほしい。
・COVID-19の早期終息と従来通り両国の行き来自由化。
・5カ月以上帰国困難で家族にも会えず、日本での様々な手続き/用事も出来ず、日本の薬も手に入らない状態が続いているため、一部地域でスマホを利用してやっている所もあるように、行動範囲の

トレースが把握できる時代であるので、ある一定期間クラスタの発生していない地域間の移動は、日中間でも2週間隔離ルールを緩和して欲しい
・ビザ申請取得の迅速な対応
・両国間の渡航正常化にむけた、政府間の前向きな話し合いを期待します。まずはビジネス渡航の早急の解禁を望みます。
・そろそろ極端な封じ込め対策から共存対策への移行を進めて欲しい（所詮ゼロは維持出来ない）
・海外からの入国規制の早期回復
・まずは国際線飛行機の運航再開を早急にして頂き、日本との往来を自由に出来る様にして頂きたいです。
・日本からの中国への入国に対し、14日間隔離がない対応を大至急お願いしたい
・日本政府へのお願い、駐在員は住民票がない為補償金等の対象外です、今後 渡航再開となってもＰＣＲ検査は必至となると考えています。駐在員が一時帰国する際にはＰＣＲ検査費用を日本政府

に肩代わりして頂く等の政策を求めます
・ビジネス限定での早期、中国⇆日本の移動簡素化
・日本はじめ、海外との人の移動規制と物流規制の早期解除。
・国を越えての移動制限の緩和
・PCR検査の結果がOKであれば、出張者や新(後任)赴任者の中国入国許可（ビザ発行）
・感染拡大リスク上とは言え、両国間の行き来が出来るよう条件付きでも可能にして欲しい。
・早く往来ができるように対応頂きたい。
・ビザ発給・更新の停止、及び14日間の隔離政策のため駐在員が一時帰国できない。ずっと家族に会えないことと、持病薬が切れることが最大のリスク。現状継続すると、不本意ながら帰任させざる

を得ない状況が出てくる。
・両国とも国内移動制限は既に解除されていること、またしばらくの間は感染者ゼロになることは現実的でないことから、二国間の渡航制限を可及的速やかに解除願いたい。渡航後は14日間の隔離措

置ではなく、14日間は必ず24時間連絡が取れること及び入国時14日間の高額なデポジットを収めることを渡航条件とし、条件を守らなかった場合、厳しい罰則規定を設定すればよい。例：お互い
の国に渡航する場合、条件を守らなかった場合、即刻ビザの失効、デポジット全額没収の上強制帰国。自国に戻る場合、条件を守らなかった場合、罰金（デポジット全額没収）等。
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中国政府や日本政府に期待すること、その他関心事項
・人の往来を自由にできるように早急に対応いただきたい。
・渡航規制緩和、解除（ビザ発給、現地隔離廃止など）・航空便の発着地、便数増・董事⾧（日本常駐）変更に伴い、銀行の登録変更が必要だが、本人確認（パスポート原紙提示）が 必要と言わ

れるものの、本人が渡航できないため登録ができない状況が続いている。"
・早くファストトラックを開通切れた居留許可は再開時に延⾧可能に
・14日間の隔離を早く解除頂き、往来ができるように早くして欲しい。
・中国駐在者は現在の中国政府のビザ発行停止や入出国における隔離(14日間)があるために、日本への一時帰国ができない状態が続いています。日本の家族にもしものことがあった場合に安心して一

時帰国をできるような担保を頂きたい。また、帰国時の空港から家まで一般公共機関使用についても柔軟に対応頂きたい。
・良い関係を続けて欲しい。
・VIS取得や渡航制限を両国で調整、同一条件、同日施行としてほしい
・入出国制限の早期緩和
・人の往来自由化のための国家間調整を早急に推進して欲しい。
・早急なビジネス関係の渡航の制限縮小を求めます。
・人の移動を正常化してもらいたい
・コロナ抑制から,コロナ共存への転換を踏まえ,人の移動について共通のガイドラインを策定,運営を早めに開始して欲しい。
・世界でのコロナウィルス影響が早く終息し、通常の日常が戻り、市場が回復する事
・2週間隔離の期間短縮、隔離場所を居住地区へ変更して頂きたい
・日中双方の人の移動制限を緩和して欲しい（ビザ支給緩和、14日間隔離の解除等）
・Ｚビザによる入国の緩和措置。
・中国の問題に鑑み、日本政府・経団連は中国の地政学リスクを考える必要あり。
・居留許可を有する在中国日本人駐在者の日中間の往来制限の解除を希望。日中双方での14日間隔離の緩和もPCR検査等の条件付きで緩和を希望。
・双方での渡航規制（隔離、ビザ等）の解除
・往来の自由化
・両国政府：一定条件下での両国間の自由な渡航の早期再開
・感染防止策の強化継続に並行した海外からの渡航（入国）禁止解除を早急に実現して頂きたい
・駐在員が中国に戻ることができる目安などの情報をご提供いただきたいです。
・日本に帰省した場合に中国への再入国手順が申請を含め煩雑で制約が多い為帰省を断念中、韓国のように出国前のPCR検査、陰性証明を持って中国入国、中国側でPCR検査、陰性の場合中国滞在

アパートへの移動許可が出るように早急にしてほしい。
・核酸検査を迅速化し、隔離を無くしてほしい。
・二国間の渡航制限(ビザ、14間隔離)が1日でも早く解除されるのを願うばかりです。とにかく早くワクチン治療薬を開発していただくことを切に望みます。
・(１)1月末一時帰国するも駐在員・帯同家族がまだ再渡航できず大変困っている。①省よりの招聘状を基に特別ビザ申請もフライト少なく再渡航できない、また2週間の強制隔離も弊害となっている。

②上海日本人学校の夏休み期間には再渡航したい。③外務省よりの発信により一時帰国するも、⾧期化しており非居住者での183日を超える源泉徴収問題がある。特例処置はできないものか？
（２）工事応援で出張者予定があり、招聘状発行頂くもフライトの目途無く非常に困っている。（３）駐在員は住民登録はないが、同じ日本国民として、特別定額給付金を支給頂きたい。

・日中間のビジネス交流を活性化する為、日本政府はＰＣＲ検査を広く普及させ、ファストトラック制度を使いやすくしてほしい。
・ビジネス目的での中国渡航に関する要求事項の緩和（特に発展改革員会からのインビテーション申請のハードルが高い）
・物資輸送について、早期に回復して貰いたい。
・就労ビザのい取得解禁、PCR検査陰性者の隔離期間短縮or廃止
・早くお互いが行き来できる取り決めを両国政府の間で取り決め、経済の国交回復を実施する事を強く希望します。
・適切な情報を開示して欲しい。
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中国政府や日本政府に期待すること、その他関心事項
・中国政府：外資へのさらなる規制緩和、コンプライアンス 日本政府：少子化対策、もしくは労働生産性向上政策による国力増強
・海外人材の往来回復、その前提となるPCR検査の迅速化
・中国政府に対し・インターネット閲覧の規制廃止・個人発信の情報を含むＣＯＶＩＤ−１９の実態開示・市販薬・処方箋薬の個人輸入の許可
・一日も早く、両国での出張、赴任等を可能にしてほしい。人材の異動や現地での営業活動ができない影響は非常に大きい
・感染危険地域の封鎖等、徹底的にやるところは評価できますが、経済の落ち込みを減少させ、国際的な人の移動・交流を増加させる為に危険と安全をうまく分けて対応して欲しい。特に今の中国

は他の国に比較し安全であるため、注意しながらも国境を超える人の往来にも柔軟な対応をしないといけないと考える。
・日本政府が中国との往来を正常に戻すこと
・ビジネス目的での往来回復
・中国の外国人入国制限の解除を可及的速やかにお願いしたい。
・日本からの技術者の支援が必要なため、PCR検査の拡大と中国への往来の再開を早めていただきたい。
・日本政府には日中間の往来を元に戻すためのビジネス向けPCR検査の拡充など、具体的な施策を早急に実施お願いしたい。
・駐在員が早く戻れるよう、また帯同家族が戻れるよう両国間で早急に調整してほしい。ダブルコストで今後は駐在員減少や事業縮小もあり得ると考えています。
・駐在員の再渡航、新規赴任者の渡航による業務の平常化（ファストトラック制度など）
・日本に残留する従業員の再渡航に関する規制緩和の実施。
・今後中国内での顧客（日系企業）の撤退も十分あり得る状況なので、販路拡大の期待が薄い。顧客動向を情報交換しながら弊社の対応も検討が必要
・居留VISA保有者の入境禁止解除（14日隔離致し方ない）海外渡航者（商用のみ）PCR検査の受け入れ
・いなくてもよい駐在員、来なくてもよい出張者、作らなくてもよい資料、しなくてもよい会議等々この機会に様々なムダが洗い出せている。次にはそれをキレイにすることに着手すべき
・ビジネスでの人の往来制限の緩和
・ビジネス限定した往来の再開。特にビザ保有者（期限切れ含む）
・PCR検査で陰性の人間の日中間の往来制限をなくすこと。・駐在員家族へのVISA発給
・査証の優遇取得
・ビジネス限定での3月27日以前発給ビザの効力停止解除。
・日本政府は規制解除後の感染拡大をくい止めていただきたい。
・中国政府へ企業向け支援策強化。
・日本からの駐在員＆出張者の往来を早く解除していただきたい。
・中国入国のビザ発給・正常化日本入国時の隔離等の煩雑な手続きの解消駐在員（含む家族）・出張者の往来正常化中国政府の景気刺激策
・両国間の越境規制が更に緩和されるよう、協議を進めて頂きたい。・上記に関して必要となるPCR検査を受けやすくなるよう、日本政府には環境整備をお願いしたい。
・両政府にはまず何より、既に中国に駐在し、一時帰国できないという不安を抱える駐在員と家族について日本渡航（往来）の早期規制解除し、少しでも心理的負担の軽減を願います。
・中国政府より情報の透明性をさらに高めてほしい。
・現在日本からの赴任が出来ない状態になっており、人員の入れ替えや、技術面での増強策が出来なくなっています。早急に就労ビザでの渡航が出来るよう希望します。
・敢えて言うなら、渡航制限の緩和ですが、もう政府云々より、個人個人がより意識して、自身が感染しない、感染拡大させない、を継続徹底させないと意味無いと思います。業界によっては、不

可抗力的な大損害食らっているところもあるとは思いますが、文句言っている間に出来ることは色々あるはずです。
・日本人からすればロックダウンや各地・各所での規制は極端に思えるが、結果的に中国の方法が早期の経済回復が見込めると思われる。
・日本への一時帰国者の中国帰還の早期実現。日中間の往来の自由化。
・PCR検査が有効であるという前提での措置であれば、14日隔離前提で渡航規制解除をしてほしい。中国側の有効ビザの停止はやりすぎだと思う。人の往来が出来ないと受注契約その他が滞り、年

後半には経済が滞る可能性が高いと感じている。
・早く入境に関する緩和を進めて欲しい。駐在者が入国出来ないので大変困っています。
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中国政府や日本政府に期待すること、その他関心事項
・中国-日本間の渡航開始を早く進めてほしい。
・早期に駐在員・家族について両国間の往来を可能にすること
・ＧＤＰ４～５％成⾧路線に戻すまで、社会保険料減免や電気料金減免などの優遇政策の期間延⾧。
・感染拡大の終息、ワクチン普及、日中往来の早期正常化
・3月以降の外国人の入国は認めていないにもかかわらず、外国人が宿泊する際に、宿泊先（ホテル）へ2週間以内に実施したPCR検査の陰性証明書の提出を求められている。これでは出張のたびに

PCR検査を受けなければならず、事実上の出張規制となっている。
・なるべく早期の日本、中国の相互出張を可能にしていただきたい。
・渡航解除に向け両国政府は早々に会議を実施して頂きたい。
・日中間の往来の再開（ファーストトラック等ＰＣＲ検査陰性証明の所持で隔離なしで移動できること）を早急にお願いしたい。一時帰国中の駐在員のためのチャーター便など（現在フライト予約

が9月までできないーＮＨ成田‐上海など）
・駐在員の日本一時帰国を優先的に認めてほしい
・１０万円給付金を海外在住者（在住届提出者）にも給付していただきたいと存じます。海外在住届を出した人は一時帰国の際も日本での福祉サービスを受ける事ができない。
・早期の日本駐在員等の日中往来の回復と個人荷物等の物流の正常化を望む。
・できるだけ早くビジネス関連に関して相互の人の渡航ができるようにしてほしい。
・両国間の早急なビザ発給再開及び、両国間の早急な通常移動の再開を望む。
・入国規制で日本に待機している駐在員が多数おり、事業継続に支障がでています。一刻も早いビジネス目的の往来を回復させてもらいたい。
・小職などビジネスの日中往来については、認めていただきたいと考えております。
・中国に比べ日本があまりにもアナログすぎる。中国の便利さに慣れた日本人駐在者が日本に帰任した際に適応できるのだろうか。
・世界の状況を見ると、中国は相対的に対応が迅速で、感染拡大の封じ込めと管理が成功していると思う。・日中間の往来が、より容易になるような制度を設けて欲しい
・双方出入国の規制緩和を早く行って欲しい。旅行目的ではなくビジネス目的は早く解除して欲しい
・日本他外国との往来特にビジネスマンの往来の復旧早期化、PCR検査陰性者の隔離機関不要もしくは大幅な短縮化。
・駐在員ならびにその家族の移動が制限されたままなので（ご子息の教育へも影響が出ると思われる）早期に駐在員、その家族の移動が柔軟に行き来出来るようになる事を期待している。運転免許

更新、カードの有効期限の更新での受取等が出来ない等の不都合がある。一方で拠点が日本の人は中国出張をまだ控えるべきだと考える。TV会議活用での出張削減になれば良い。旅行ももう少し
我慢は必要と思う。

・安全面の条件付きでもいいですが、出張などビジネス関連の人員往来を早期に承認して欲しい。
・日中の渡航緩和。現時点で大きなトラブルは無いが、出張者やグループ会社の赴任者が中国に入境できず不安。リモート会議では限度があるし、セキュリティーにも疑問を感じている。
・渡航往来を簡単にして頂きたいです。１４日の隔離は時間やコストや労力の面で大きなロスになるので簡略化を希望します
・期待--- 日本往来の自由化(business, 家族)関心--- 上海市教育委員会による日本人学校の授業規制情報の早期公開
・渡航できない状態でもビジネスや文化の範囲で両国の間でコミュニケーションしてほしい
・日本人赴任者の中国戻りのハードルを緩和して欲しい。貿易会社は、技術的な裏付けも無く、日本人赴任者が、中国に戻れない状況が続いている。
・現在日本にとどまっている中国駐在員（日本人）の中国入国を少しでも早く実現できるよう希望します。
・短期出張者を先に動かすのではなく、居留許可ステータスを有した人の往来の許可と飛行機の増便。夏目途に何とかして欲しい。現状は中国入国時の新規ビザ発給に際し、招聘状の基準が良くわ

からないのと、把握情報では、ほとんどのケースでビザ発給ができないと思われる。ここでつまずいてしまうので、現状の居留許可証で往来を認めて欲しいです。
・十分な防疫をした上で市場に対する安心感を与えてほしい。両国のビジネス往来を早期に再開してほしい。
・駐在員／Ｍビザ所持の出張者の海外往来（中国入国）を認めてほしい
・両国への行き来に対する突然の変更は止めてほしい。居留証保持者の再ビザ取得は不要にして欲しい。
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中国政府や日本政府に期待すること、その他関心事項
・出張はまだ禁止でいいと思うが、それぞれ相手国に居住するもの、その家族の入国は認めてるべきではないか？どうにもできす固定費だけ払うことは実害がありあまりに酷。現時点無理ならせめ

てみとうしを示してほしい。そうでないと、ずっといつでも帰れる体制で待ちつずけて疲弊してしまう。
・中国VISAの発給、渡航手段の多様化、隔離条件の緩和、諸疫病管理体制・条件の共通化
・PCRなどの検査体制の強化（特に日本）。その上で、出国前・入国後の２回の検査結果をもって、可否判断と隔離の解除を行い、一刻も早く、エンジニアからの人の往来制限を解除してもらいたい。
・会社として出張不可とは言わないが、現在、事実上不可の状況。日中双方の渡航制限の必要性は理解するが、制度の簡素化（検査や隔離）が早急に必要。例として、中国は入国後の隔離は必須だが、

日本は要請。この制度の差が簡素化、緩和の障害になると推測。
・容易ではないが、経済と安全のバランスを見ながら最適な対策を講じてもらえることに期待する。
・Covid-19については感染者が今後も少数ながら継続して発生することを前提にして、適切な方式を採用するなどにより、（両国に対し）観光も含め、人の交流回復に向けて改善を進めてもらいたい。
・駐在員派遣・ビジネス出張での日中間の人の移動が、何時頃より比較的自由に行なえるようになるか関心がある。
・感染拡大防止には引き続き注意を払う必要はあるものの、早く日本と中国とのビジネスベースでの人の往来が従来通り出来るよう対応をお願いしたい。
・香港の国家安全法に関わる政治的な動向,影響度も今後の拠点戦略の検討課題になるかと考えます。
・両国間の渡航制限の早期解除、ビザ発給停止措置の解除。
・中国渡航がいつ解除されるのか。中国一律に海外安全情報レベル3：渡航は止めてください。（渡航中止勧告）ということでなく感染状況によりレベル管理出来ないか。
・中国政府に期待： 中国内陸雇用創出の為に、へき地進出企業への物流費用補助などを検討されてはどうか？
・日中間の人の往来を早く正常化して欲しい。
・日本・中国間のビザ、フライト緩和。チャーター便の実現(特に地方便）。
・出張者が自由に往来できるようになるのは、まだ先のことになると思うが、チャータ便でも快速通道方式でもいいので、駐在員及び家族を早く戻せるようにしてほしい。 このまま中国に戻れない

と、境外居住期間が183日を超えてしまい、中国も税収減になるはず。
・中国でワクチン開発成功し、認可したものについて、日本でも認定し、利用することを希望。
・ビジネスの往来手続き簡素化を早期に実現できることを強く期待します。
・企業活動を停止させる等の緊急措置を講じた場合、その後のフォロー（家賃の減免、企業建て直しサポート、雇用の確保等）を具体的、且つ明確に実施して欲しい。
・駐在員の中国戻しを早期に実現してほしい。
・日中間の往来に関する優遇政策を検討してほしい。
・現地での営業活動、新製品立上等に既に支障が出始めているため、暫定的に無効としている就労・居留ビザ保有者の往来を現地エリアごと限定でも良いので、早急に再開していただきたい。
・厳正なる検疫のもと、人の行き来についての開放を切に願う。
・日中関係をより改善し、日中間貿易の活性化や有望マーケットでの企業同士のマッチングや市場活性に向けた活動支援をお願いしたい。
・日中の往来の自由化。香港、台湾と大陸間の往来自由化
・母親が先週亡くなりました。諸事情により、帰国しませんでした。もちろん2週間隔離や中国に再入国しなければ帰国はできたのですが、そういうわけないはいきません。早く二国間でのビジネス

往来が、中国での現在就業ビザを持っているもの限定でも、できるようになることを心から願っております。
・就労者および留学生に対して、日中間の出入国の緩和を早期に再開していただきたい。
・ビジネス関係の往来の拡大そのためには日本でのPCR検査の拡大が必須である。無感染を証明したときの隔離機関の短縮
・東南アジア、台湾、香港等への出張が出来ない為、お客様へのフォローが滞っているので、早く海外が往来ができるようにして頂きたい。
・検査徹底の上での特定人材の両国間移動自由化。
・COVID19の感染を完全になくすのは難しいと思われるので、PCR検査の陰性証明書をもとに国外への移動を段階的に開放していただきたい。
・少なくともビジネス目的の移動(中国国内/国外含む)について、2週間隔離無しで可能になるよう早期に規制緩和してもらいたい。(PCR検査実施前提。)・赴任者家族の早期の入国/滞在許可を求む。
・日中間の移動制限早期解除（PCR検査必須等の条件付きで良い）。・Visa発給制限の早期解除（帯同家族の来中や出向者の人事異動に現在大きく影響している）。
・PCR検査の信頼性を上げて、渡航便増と隔離期間の短縮。
・日本人駐在員の早期帰還や日本へ一時帰国した際のビザ失効等の規制緩和



4.その他

34

中国政府や日本政府に期待すること、その他関心事項
・ファストトラック制度導入による日本からの出向者、出張者のスムーズな受け入れ。現状の厳しいビザ制限、2週間隔離、高額な航空券代では、現実的に出向者、出張者の受け入れは不可。
・日中間往来の規制緩和を要望、せめてビジネスビザに限り条件付き（PCR検査＆隔離など）で緩和するなど。政府間協議を早期に進めてほしい。
・日本には経済的な回復を急ぐあまりに中途半端で⾧期化するようなことは避けてほしい。中国においては対応は厳しく行っているが、情報の取り扱いについて疑問を感じている。日中間での行き

来についてもう少し緩和する方法を検討してほしい。
・中国政府には内需拡大を主とする景気対策を検討していただきたい。また、従業員の雇用を維持するための企業支援を検討していただきたい。
・渡航前のPCR検査と入国時のPCR検査がともに陰性であれば14日間の隔離免除措置など
・ビジネス関連の交流は早めに開放し観光客の受け入れは慎重に行ってほしい
・隔離期間なしでの中国⇔日本の人の行き来が早期に出来ることを期待する。
・必要に応じた出張者の往来簡素化。PCR検査や２W隔離が各々で続くと実情往来困難。
・日中間のビザ発給制限・入国制限の緩和につき具体的なガイドライン(出口戦略)を示してほしい。
・早期の往来緩和ビザ、就労許可、労働許可などを失効した際の救済措置
・早期の渡航制限緩和をお願いしたい。中国で生産開始するプロジェクトについて、技師派遣が危ぶまれており、このままでは生産停止となる可能性もあり大変危惧している。
・就業ビザが限定的に開放となったが、条件をクリアしたとしても、所要時間が予想以上にかかる。
・余りにも対応が遅い。自国のことしか考えていない
・制限の緩和(渡航、減便、渡航前のPCR72時間以内、14日間の観察隔離)
・駐在員や帯同家族の日中往来の制限緩和、及び、中国人材の日本出張の制限緩和
・感染状況を冷静に判断し、ビザ発行や隔離運用を柔軟に対応してほしい。
・出張を含め従来のように行き来できること。(早急)
・現地駐在員に対する議論がほとんどされていないように感じる。健康維持や緊急時の対応等のため一時帰国ができる仕組みやルールの早期策定を期待する。
・国レベルではなく、低リスク地域間の条件付き渡航規制緩和。不要な種々政治摩擦軽減。
・まず現実的には理解しているが、日中の往来がストップしているため、本社出張や技術者派遣など、完全にストップしている。早期の解除を祈るが、現状の北京での第２波、東京での感染者対策

の効果が出ていない点など、日中往来に関しては、まだまだ先が見えない。
・日本からの常備薬（処方箋の薬）などの入手困難。近親者の葬儀など今の状況では帰国する事が出来ない。
・多少のリスクを背負ってでも、経済優先に方針変更が行われるべき。 安全対策ばかりでどちらの政府にも失望しております。
・感染状況を見据えて、まずは中国-日本間でのビジネスによる人の移動を早くできるようにして欲しい。
・⾧期滞在ビザを有する駐在員の早期復帰(任地に戻れない駐在員が存在。)技術支援⾧期出張早期再開(1ヶ月～3ヶ月)。北京からの中国国内出張の規制緩和(北京市及び受け入れ側の条件緩和 Ex

２週間の隔離措置撤廃等)。駐在員の日本への一時帰国(常用薬の入手等のため)の体制の整備(現状では、日本に帰れても任地に戻れない)。
・日本への一時帰国が以前のように簡易でできるように期待する。その為に出国時の就労ビザの取り消し中止、日本との航空便の増便を望む。
・＜対中国政府＞早期の居留ビザの有効化。ビジネスビザの正常発行化 ＜対日本政府＞中国への渡航レベルの引き下げ 他
・マスコミ関連含め、正確な情報を発信して欲しい
・PCR検査体制の整備などを前提に、一日も早く相互往来の自由化を実現して欲しい。
・感染者がすぐにわかる検査キットを開発して、早く両国の人の移動がスムーズにできるようにしてもらいたい。EMSを再開し、駐在員が日本からの個人荷物を受け取れるよう物流を改善してもら

いたい。
・COVID-19の発生以前のように、中国と日本の行き来が早く自由に出来るよう期待している
・出向者の赴任が停止となっており、事業計画に沿った企業活動に大きな影響が出ている中、企業について人の往来を認める例外措置を拡大加速して頂きたい。
・駐在員(居留許可を持っている)が定期的に日本訪問が可能になるようお願いしたい
・中国政府には、日本人駐在員の再入国を早く承認して欲しい。今のままでは一時帰国ができず社員の健康管理面でも心配。
・中国政府に対し、防疫対策をもっと明確にするべき。特に物事の開始時は強制だが終了時は明確化しない。
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中国政府や日本政府に期待すること、その他関心事項
・現状を考えると海外（特に日本）への出入国が厳しいが一時帰国が出来ない事やサポートメンバーが入国が出来ないのは困るので緩和されることを望みます。
・VISAや14日間隔離などの影響で、董事会（各年で日本と中国で開催）も開催出来なくなった。万が一、親や親族などに不幸があっても、上海に戻れないので帰国出来ない。
・保険料免除等の支援期間延⾧、日中間往来の早期回復（航空便含む）
・経済優先ではなく、感染防止優先の経済を考えてほしい。
・居住者（双方共）の往来の自由化。そのための条件、運輸体制（フライト不足解消）の構築を早急に検討してほしい。一度帰国すると再渡航が出来ない為、実質的に往来の自由が無い。このため、

様々な面で弊害が出つつある。このまま何の手も打たないと、年内の帰国は難しいのではないかと感じている。
・日本でのPCR検査数を増やす事。 日本の海外からの入国者に対する検疫体制の確保をし、自国から他国（中国）への移動をも早く再開させられる事を期待したい。
・韓国と同様に「ファスト・トラック」を設け、早期にビジネス渡航を自由化すること。
・武漢での透明性が保証された調査の実施。
・COVID-19の早期終息と渡航制限の早期解除に向けた取り組みを期待。
・日中間の往来について進捗がなく、また情報の開示もない状況。どのような条件の下、往来が可能になるか提示して頂きたい。また、居留許可証があるにも関わらず、駐在員や駐在員家族が日本

に留まらざるを得ない現状について特に説明もなく、また見通しも立てることができない。民間機での往来が難しいのであれば、政府が先導してチャーター機の手配を実施してほしい。加えて、
海外邦人について特別給付金(10万円)を受け取ることができないことについて理由を確認したい。

・日本政府での検討過程のフィードバックがない。
・日本が押さえ込みに成功しなければ、何時日本に帰れるかも解らない。中国の様に初期段階で、厳しく封鎖など出来なかったのが残念。今になれば、国も地方自治体もお金が無く、経済優先にし

か思えません。
・夫々の国に赴任している駐在員は、その国でビジネスを進めその国に貢献する使命を帯びています。双方の駐在員が一刻も早く仕事場に戻ることができる環境を整備して頂きたくお願いいたします。
・日本人駐在員の家族で、上海日本人学校高等部に在籍する生徒の日本からの上海戻りを、早急に検討いただきたい。高校生は義務教育ではなく、日本での弾力的な転入不可であり、今年2月以降約

5ヵ月通学不可となっている。日本で通学可能な一般的な高校生と大きく異なる状況であり、オンライン授業では補えない教育機会を至急確保するため、該当の高校生は一刻でも早い上海への戻り
を、特別に検討いただきたい。

・渡航往来の解禁を早期に実現して欲しい。中国に赴任している人材のみでは活動工数が不足であり、各種業務に遅れや支障が発生している。
・お互い鎖国は止めてほしい。検査でOKなら通してほしい。
・１）日本、中国間のビジネス渡航の早期解禁（効力停止ビザの再有効化、ビザ発給の再開）当社の日本人上海駐在員は、1月下旬頃より日本に一時退避帰国したが、3月下旬までに全員が上海に帰

任し、現在は、全員が上海に駐在出来ている。しかし、ビザ制約により日本、中国間の移動ができないことにより、現在、人事異動が凍結されており、新たな人員が派遣できず、その状況が⾧期化
している。２）駐在員家族の中国渡航の認可（有効停止ビザの再有効化、発給再開）上記、日本へ一時退避帰国した後の上海帰任は、新型コロナ肺炎リスクに鑑み駐在員本人のみの帰任とし、帯同
家族の帰任は見合わせた。しかし、その後、上海における新型コロナ肺炎リスクが低下する中、駐在員家族も上海に帰任させたいと考えるが、ビザの問題で帰任させることができない状況が⾧期化
している。

・現在、中国勤務の駐在員は、日本と中国間での人の往来が出来ず、一度、中国を離れると再入国が非常に難しい情況であり、⾧い期間この状態が続くと、駐在員の心のケアが必要となる可能性もあ
り、この状態の改善を是非政府間で改善を進めて欲しい。可能であれば中国の国慶節には日中間での駐在員の往来は比較的簡易な形で認可して頂けると助かります。また4月の人事異動で帰任した
駐在員の交代が新たに日本から入国出来ずにおり、こちらの対応についても多くの企業で課題となっていると思われ、政府間で検討を頂けますと幸甚です。

・日本からの出張者を14日間の隔離無しで実行できる環境づくり日本に治療や通院で帰国したいが、14日間の隔離無しで実行できる環境づくり人の往来無しでは新規の事業は進まない
・外国人に対する規制が厳しい。⾧期間駐在者しているが出張宿泊先でＰＣＲ検査証明が必要となり自由な出張ができていない。ビザ取得を通常に戻してほしい事と、ＰＣＲ検査の結果により隔離期

間解除をしてほしい。
・中国日本間の往来再開を期待（ただし、日本政府の検査体制など整っていることが条件。未だに感染者が見つかっている状態では、危険）
・駐在員や帯同家族の往来の許可。出張者往来の簡素化。段階的なビザの正常化。
・現状中国側が中国への入国を認めているのが大手企業の代表やSE等で、会社規模（納税額や雇用従業員）によっては中小企業や駐在事務所への制限が維持されたままのため、ビジネス目的限定で

の往来は早急に緩和していただきたい。
・日系の中小企業に対する環境対応の緩和を検討頂きたい。
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（参考）質問項目

 企業名（必須）
 所属商工クラブ（単一回答）（必須）

上海 蘇州 昆山 太倉 南京 無錫 南通 江陰 常州 丹陽 常熟 張家港
杭州 粛山 紹興 嘉興 平湖 寧波 合肥 その他（自由記述）

 業種（単一回答）（必須） 一番当てはまるものを選んでください。
①農水・食品
②繊維
③紙パルプ
④資源
⑤化学
⑥建設・建材
⑦鉄鋼
⑧非鉄金属
⑨自動車
⑩産業機械
⑪電機
⑫電子
⑬医療機器
⑭商社
⑮流通
⑯金融・保険
⑰運輸
⑱通信・IT
⑲サービス
⑳社会事業
㉑その他（自由記述）
 ご担当者お名前（必須）
 ご担当者メールアドレス（必須）
 ご担当者電話番号（必須）
 中国に製造拠点を持っていますか。（単一回答）（必須）
・持っている
・持っていない

＊持っている場合は、製造拠点の状況を含めて以下ご回答ください。
 グループの統括会社ですか（あるいは中国国内に子会社をお持ちですか）。（必須）
・統括会社である
・統括会社でない

＊統括会社の場合は、グループ全体（中国全体）について以下ご回答ください。

――――――――――――――――――

1.収益の見通し

1.1. 2020年の収益対前年比見込みとして、現時点で一番近いものを選んでください。（単一回
答）（必須）
・プラスの影響
・ほとんど影響なし
・１～５％のマイナス影響
・６～１０％のマイナス影響
・１１～１５％のマイナス影響
・１６～２０％のマイナス影響
・２１～２５％のマイナス影響
・２６～３０％のマイナス影響
・３１％以上のマイナス影響

1.2．（「プラスの影響」の方のみ）収益の向上要因を選んでください。（複数回答）（必須）
・中国国内需要（受注・来客等）の拡大

・日本での需要の拡大
・その他の地域での需要の拡大（国名： ）
・米中摩擦の影響
・コスト削減
・特にない
・その他（自由記述）

1.3．（「マイナスの影響」の方のみ）収益の低下要因を選んでください。（複数回答）（必須）
・中国国内需要（受注・来客等）の減少

・日本での需要の減少
・その他の地域での需要の減少（国名： ）
・米中摩擦の影響
・疫情関連の操業規制
・現地従業員の不足
・日本人駐在員の不足
・出張者の往来困難
・中国国内からの部材調達困難
・日本からの部材調達困難
・その他地域からの部材調達困難（国名： ）

・特にない
・その他（自由記述）
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1.4．収益減・増への対応として早急に実施すべき対応は何ですか（複数回答）（必須）
・得意先との関係維持
・経営コストの削減
・市場投入を拡大
・値引きでの資金回収
・融資
・デジタル/オンライン化の推進
・政府支援策の活用
・専門家等によるコンサルテーション
・その他（自由記述）

2． COVID-19の見通し

2.1．いつCOVID-19の感染拡大が収束し、事業が正常化すると見込みますか。（単一回答）（必
須）
・年内
・2021年上半期
・2021年下半期
・2022年以降

2.2．今年の中国経済の成⾧率をどのように見通しますか。（単一回答）（必須）
・5～6％程度
・3～４％程度
・0～2％程度
・マイナス成⾧に落ち込む

3．ビジネスモデルの見直し

3.1．COVID-19の感染拡大を受け、中国拠点における事業戦略やビジネスモデルの見直しを行う予
定ですか／すでに着手していますか。（単一回答）（必須）
・はい（質問3.2から3.4にご回答ください）
・いいえ（質問3.5にご回答ください）

3.2．（質問3.1で「はい」の方のみ）いかなる見直しを行いますか。（複数回答）
・調達先の見直し
・生産地の見直し
・販売戦略の変更
・雇用・雇用条件の見直し
・人材現地化（駐在員削減）
・財務・ファイナンスの見直し
・その他（自由記述）

3.3．（質問3.1で「はい」の方のみ）見直しはいつ頃開始予定ですか。（単一回答）
・すでに着手
・年内
・来年以降
・未定

3.4．（質問3.1で「はい」の方のみ）見直す理由は何ですか。（単一回答）
・COVID-19の影響のみ
・COVID‐19の影響とそれ以外（米中貿易摩擦など）の両方

3.5．（質問3.1で「いいえ」の方のみ）見直さない理由は何ですか。最も当てはまるものを1つ選択し
てください。（単一回答）
・影響がない
・すぐに判断できない（様子見）
・取引先の意向
・見直しによるコストが大きい
・その他（自由記述）

3.6．「地産地消のさらなる進展」、「マルチプル・ソーシング（複数調達）」、「人材現地化」など、
事業戦略やビジネスモデル見直しに関する関心・課題について自由に記述ください。（自由記述）

4．その他

4.1．中国国内の出張は認めていますか。（単一回答）（必須）
・全国への出張可
・政府指定の高・中リスク地区以外は可
・より限定的な範囲で可
・不可

4.2．COVID-19に対する中国政府の対応をどう評価しますか。（単一回答）（必須）
・高く評価する
・評価する
・あまり評価しない
・全く評価しない

4.3．中国政府や日本政府に期待すること、その他関心事項など自由に記述ください。（自由記述）



＜お問い合わせ先＞

華東地域日商倶楽部懇談会事務局
（ジェトロ上海事務所 担当：船橋、高橋）

電話：021−6270−0489 E-mail：PCS@jetro.go.jp


