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南京市政府「中小企業の穏やかな発展の促進に関
する若干の措置」の通知

南京市政府印发《关于促进中小微企业稳

定发展的若干措施》的通知

http://www.nanjing.gov.cn/njxx/202002/t202002

08_1787976.html

業務再開にあたり、財政支援、融資サポート強
化、ローン金利補助、労働問題緩和、社会保障
費用の低減など全10条から構成される。

無錫市政府「コロナウイルスによる肺炎感染に対
応し、企業とともに難関を越え、経済の安定運行

を保障する政策意見」

无锡市政府发布《关于应对新型冠状病毒

感染的肺炎疫情支持企业共渡难关保障经

济平稳运行的政策意见》

http://www.jiangsu.gov.cn/art/2020/2/7/art_769

27_8964293.html

業務再開にあたり、運営コスト低減、金融支援
強化、安定した雇用政策の実施、重点企業の支
援強化、政府誘導作用の発揮など5方面20の政策
措置から構成される。

江陰市
新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病に対応
し、企業と共に難関を乗り越え、経済の安定運行

を保障する政策意見

关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支

持企业共渡难关保障经济平稳运行的政策

意见

http://zhengwu.ijiangyin.com:1806/info/6741?inf

oSiteNumber=jxw

企業運営コストの低減、金融サポートの強化、
安定した雇用の保障、重点企業の支援強化、企
業の操業再開のサポートなど5つの方面からの25
条の政策。

蘇州市人民政府「新型コロナウイルス感染による
肺炎疫病に対応し、中小企業と共に難関を乗り越
えることをサポートするための10条の政策意見」

苏州市人民政府关于应对新型冠状病毒感

染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的十

条政策意见

http://www.suzhou.gov.cn/szsrmzf/zwgg/202002

/539b3ebbdf26497396c407fb8ee0edec.shtml

疫病の影響を受けた生産経営困難な中小企業を
支援対象に、金融面の支援、社会保険料の支払
いの延期、企業税・工場賃貸料の減免などを内
容とする10条の措置。

蘇州市人社局・財政局「新型コロナウイルス感染
による肺炎疫病の予防抑制期間中、企業の操業再
開再生産を支援するための若干政策意見に関する

通知」

市政府办公室转发市人社局市财政局关于

新冠肺炎疫情防控期间助力企业复工复产

的若干政策意见的通知

http://www.suzhou.gov.cn/szsrmzf/zfbgswj/2020

02/64074342d9354010939f545b0bf38b32.shtml

就業手当の実施、雇用確保への注力、社会保険
料の納付延期、交通のグリーン通路の開通、労
働力需要を満たし、労働者仲介手当の範囲を拡
大、金融支援の強化の７項目からなる。

太倉市
新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病に対応
し、中小企業と共に難関を乗り越えるためのサ

ポート政策意見

关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支

持中小企业共渡难关的十二条政策意见

http://www.taicang.gov.cn/govxxgk/014184576/2

020-02-03/8510c753-8549-499b-9e1d-

8ba2b6dbff78.html

金融サポートの強化、雇用の安定、企業負担の
軽減、港湾政策支援など4つ面の12条からなる政
策。

新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病に対応
し、中小企業と共に難関を乗り越えるための政策

意見

关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支

持中小企业共渡难关的政策意见

http://www.suzhou.gov.cn/szsrmzf/qxkx/202002/

0ff140b77c5648b694043644863bb009.shtml

疫病の影響を受けて生産経営困難な中小企業、
対外貿易企業（民営企業、台湾資本企業と外国
投資企業を含む）を対象。金融サポート拡大、
雇用安定、企業負担軽減、操業再開サポート、
対外貿易保障など15条。

疫病防止制御期間における企業の操業再開と雇用
をサポートに関する意見

《关于疫情防控期间支持企业复产用工的

意见》
http://www.ks.gov.cn/xwnr?id=381911

就業補助政策、安定した雇用、段階的社会保険
料の減免、「防疫」関連訓練及び就業創業関連
訓練のサポート、職場復帰のための特別列車の
開通、金融サポートの強化などからなる12条の
意見

張家港市
新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病に対応
し、中小企業と共に難関を乗り越えるための10条

支援策

新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企

业共渡难关的十条政策意见的若干措施

http://www.zjg12345.com/zjgbmweb/infodetail/?

infoid=876ffa81-13c7-40f6-8fe7-

7bc4065f8bc3&categoryNum=002001001

疫病の影響を受け、生産経営困難な中小企業が
支援対象として、金融面の支援、安定した雇
用、企業負担の軽減の3つ面からなる10項目の措
置

常熟市 企業とともに難関を乗り越える16条の措置 16条举措，与企业共渡难关 http://www.csgsl.gov.cn/newsinfo.php?id=2121

融資コストの軽減、金融ローンサービスの強
化、雇用安定のための施策、社会保険費などの
納付延期、企業家賃の減免、対外貿易のサポー
トなど16項目からなる措置。

（出所）各市の発表をもとにジェトロが整理
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塩城市人民政府「新型コロナウイルス感染による
肺炎疫病に対応し、中小企業と共に難関を乗り越
える20条の政策意見」

盐城市人民政府关于应对新型冠状病毒感

染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的二

十条政策意见

http://www.yancheng.gov.cn/art/2020/2/4/art_4

9_3320907.html

中小企業を対象として、金融面の支援、企業税
金負担軽減、安定した雇用政策の実施、重点企
業の支援強化、企業へサービスの持続提供の5方
面からの20条の政策。

泰州市「中小企業の疫病対策に支援、難関を乗り
越え発展させる政策措置」と「疫病に対抗、対外
貿易を安定させる意見」

泰州市《关于支持中小企业抗疫情渡难关

促发展的政策措施》和《关于抗疫情稳外

贸的意见》

http://www.taizhou.gov.cn/art/2020/2/5/art_23_

2647785.html

中小企業の融資難、雇用難などの問題に対し、
金融支援、雇用安定、負担軽減の三つの面の10
項目政策を制定。また輸出入企業の操業再開を
支持し、金融支援に力を入れ、負担を軽減する
三つの方面の10の措置を制定。

疫病に対応し、経済発展を促進し、社会安定を維
持するための財政12条

台州市 出台“财政12条”硬核措施
http://www.taizhou.gov.cn/art/2020/2/24/art_23

_2655268.html

措置は疫病予防制御のための経費保障、企業発
展のための政策サポート、サービス保障の強化
の3つの方面の12条からなる。

徐州市「新型コロナウイルス感染による肺炎疫病
に対する中小企業発展支援政策意見」

徐州市政府关于应对新型冠状病毒感染的

肺炎疫情支持中小企业发展的政策意见

http://www.xz.gov.cn/zgxz/zwgk/20200205/0080

10003_784b9911-18ac-4999-a1cf-

7f76e5f1dfb8.htm

企業の負担を軽減、従業員を安定させ、金融支
援を強化、サービスを強化するなど4つの方面の
21条からなる政策意見

「新型コロナウイルス感染による肺炎疫病に対す
る中小企業発展支援政策意見」の実施細則

市政府关于应对新型冠状病毒感染的肺炎

疫情支持中小企业发展的政策意见　实施

细则

http://www.xz.gov.cn/zgxz/zwgk/20200219/0080

10003_f8336405-b731-45aa-a4b0-

576fdff7b989.htm

2月4日に「新型コロナウイルス感染による肺炎
疫病に対する中小企業発展支援政策意見」（徐
州21条）の実施細則

疫病を積極的に対応し、対外貿易の安定な発展を
全力に促進するための通知

《关于积极应对疫情影响 全力促进外贸稳

定发展的通知》

http://www.xz.gov.cn/zgxz/zwgk/20200223/0080

10003_4132e608-3504-4c63-b131-

6c94a7bf7f37.htm

防疫予防制御医療物質の輸入を支援、疫病予防
制御物質の輸入税を免除、企業の融資担保を強
化、国際市場開拓のサポートを強化、輸出入の
通関費用の補助など12項目。

宿遷市政府「新型コロナウイルス感染による肺炎
疫病に対応し、企業と共に難関を乗り越える政策
意見」

宿迁市政府发布《关于应对新型冠状病毒

感染肺炎疫情支持企业发展共渡难关的政

策意见》

http://www.suqian.gov.cn/cnsq/sqyw/202002/d0

0b2cf2142e4931a799c57d7052359d.shtml

金融支援の強化、企業運営コストの削減、企業
税金負担の軽減、企業防疫負担の軽減など4つの
方面からなる16条の政策

新型コロナウイルス感染による肺炎に対応し、対
外貿易企業の健康発展を支援するための政策措置

《关于应对疫情支持外贸企业健康发展的

政策措施》

http://www.suqian.gov.cn/cnsq/sqyw/202002/2c

60e14d966746d8bad342f5228b2261.shtml

安定した対外貿易の発展、輸入拡大の奨励、金
融支援の強化、信用保護の強化と輸出サービス
の強化など5つの方面からなる10条の具体的な措
置

（出所）各市の発表をもとにジェトロが整理
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南通市人民政府「新型コロナウイルス感染に対し
て企業の発展を支持する12条の政策意見」

南通市人民政府关于全力应对疫情支持企

业发展的十二条政策意见

http://www.nantong.gov.cn/ntsrmzf/ntxw/conten

t/afb14275-dfcb-4af7-8cae-52251c8b9dd9.html

金融支援の強化、企業税金負担の削減、財政政
策支援、企業経営支援、企業サービスの強化な
ど5つ方面からなる12の政策措置。

南通市人民政府「新型コロナウイルス感染による
肺炎疫病に対応し、対外貿易企業の安定した発展
のための12条の政策意見」

《关于应对新冠肺炎疫情支持外贸企业稳

定发展的十二条政策意见》

http://www.nantong.gov.cn/ntsrmzf/ntxw/conten

t/11fcbff3-fe83-44bd-b5fd-9d24578905ef.html

物資輸入、信用保証融資、海外への出展、業務
拡大などの面で政策支援を行い、通関、物流、
操業再開などで保障を与えることなどを内容と
する12条の政策意見。

「新型コロナウイルス感染に対して企業の発展を
支持する12条の政策意見」の実施細則

南通市应对新冠肺炎疫情支持企业发展金

融服务实施细则

http://www.nantong.gov.cn/ntsrmzf/ntxw/conten

t/887f2e6d-97c3-42d0-942a-90cd7a0047db.html

南通市人民政府「新型コロナウイルス感染に対
して企業の発展を支持する12条の政策意見」の
実施細則。全部で5つの項目の11条からなる。

海門市
正確な施策を制定し、企業の秩序ある操業再開を
サポートする通知

《关于精准施策加快支持企业有序复工复

产通知》

http://www.nantong.gov.cn/ntsrmzf/sxcz/content

/a8fe255d-b26c-4fdc-85bd-34fb7ca1a9d7.html

市外から戻る従業員の秩序ある復帰を奨励、従
業員の通勤利便性を確保、企業物資輸送の円滑
化を保障など企業の操業再開環境最適化を目指
す8分野の施策

鎮江市人民政府「新型コロナウイルス感染による
肺炎疫病に対応し、企業と共に難関を乗り越える
政策意見」の通知

镇江市人民政府印发《关于应对新型冠状

病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关的

政策意见》的通知

http://www.zhenjiang.gov.cn/xwzx/jjjs/202002/t

20200207_2175957.html

金融面の支援、雇用の安定、企業負担の軽減、
生産運営コストの削減、政務サービスの強化な
ど5つの面からなる18項目を制定

丹陽市
新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病に対応
し、企業と共に難関を乗り越え、経済の安定運行
を保障する政策意見

关于应对新冠肺炎疫情支持企业共渡难关

保障经济平稳运行的政策意见

http://www.danyang.gov.cn/dyfront/002/202002

10/002002_9cb9d548-1e65-4313-b3df-

f42fa86d2c80.htm

金融サポート強化、安定した雇用支援強化、税
収のサポート強化、生産運営の支援強化と政府
のサービスサポート強化の5つの面からなる20
条。

「常州市人民政府の新型コロナウイルス感染によ
る肺炎疫病を対応し、企業の生産再開を支援する
意見」

《常州市人民政府关于应对新冠肺炎疫情

助力企业恢复生产的意见》

http://www.changzhou.gov.cn/ns_news/2021581

29604959

金融支援の強化、安定した雇用政策を実施、企
業の負担を確実に軽減、企業サービスを確実
に、財政支援政策を実施するなど5つの方面から
なる20の優遇政策

新型コロナウイルス感染による肺炎疫病に対応
し、企業の雇用保障強化に関する通知

《关于应对新冠肺炎疫情加强企业用工保

障的通知》

http://www.changzhou.gov.cn/ns_news/2701582

07150492

秩序のある職場復帰加速、新規雇用者への職場
訓練補助、チャーター利用の際の交通手当て支
給、仲介機構への紹介手当、従業員の宿泊問題
解決などの9条からなる。

揚州市「新型コロナウイルス感染による肺炎疫病
防止抑制期間、企業発展にサービスを提供する措
置」

揚州市《关于新型冠状病毒肺炎疫情防控

期间服务企业发展的措施》

http://www.yangzhou.gov.cn/yangzhou/zwyw/20

2002/ee624868867c4196a660bc8fa79cf0c5.shtml

産業用地政策の支援、グリーン通路の開設、企
業の実際の困難直面に対し融資サービス提供な
ど、8つの優遇策

人民銀行揚州市中心支店「新型コロナウイルス感
染による肺炎疫病予防制御に対応し、金融サービ
ス業務を強化する通知」（略称「金融20条」）

《关于加强新冠肺炎疫情防控相关金融服

务工作的通知》(简称“金融20条”)

http://www.yangzhou.gov.cn/yangzhou/zwyw/20

2002/445061f747044eb0a689f017e1cf1295.shtml

与信ローンの投入の保障、金融サービスの最適

化、特別ルート（绿色通道）の開通、分析管理

の強化するなど4方面からなる20条の金融サービ
ス措置。

（出所）各市の発表をもとにジェトロが整理
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新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病に対応
し、中小零細企業の平穏かつ健康な発展をサポー
トするための政策意見

《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情

支持中小微企业平稳健康发展的政策意

见》

http://www.huaian.gov.cn/col/11411_217418/art

/202002/1582276756874n53qDrQE.html

中小企業が難関を乗り越えるようサポートする
ため、金融サポートの強化、税金負担の軽減、
雇用の安定、企業サポートの強化の4つの面から
なる13条の措置。

金融サービスを強化し、新型コロナウイルス感染
による肺炎の疫病予防制御を支援するための通知

《关于强化金融服务保障 支持做好新型冠

状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》

http://www.huaian.gov.cn/col/16655_185673/art

/202002/1582418001126PlUxyCH4.html

金融サービスの円滑化、中小零細企業の融資コ
スト低減、政府の融資担保役割の発揮など、金
融機関等に対し、企業の発展に必要な各種金融
サービス提供など10の措置

江蘇省が発表した政策を受けた16条の実施細則 落实省市四项政策16条实施细则
http://www.huaian.gov.cn/col/16657_173466/art

/202002/1582513451918ZNyiHAXn.html

江蘇省の50条措置、淮安市の13条措置等に対す
る実施細則16条。各種生産企業の秩序ある再生
産を推進、税収政策の支援強化、事業環境の最
適化に力を入れるなど。

新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病を対応
し、企業が難関を乗り越えて、発展を成し遂げる
ことをサポートするための若干政策通知

《关于印发应对新型冠状病毒感染的肺炎

疫情支持企业共度难关谋发展若干政策的

通知》

http://www.lyg.gov.cn/xylyg/homePage.do?meth

od=newsShow&newsId=6c4111b296db4586ace3

6e14288b0aa9

企業の運営コスト低減、金融面のサポート強
化、安定した雇用政策実施、重点企業の支援強
化、企業へのサービスレベルの向上など5つの面
の22項目からなる措置。

（出所）各市の発表をもとにジェトロが整理
Copyright © 2020 JETRO. All rights reserved.　禁無断転載

江蘇省連雲港市

地区名

江蘇省淮安市


