
政策の名称
（日本語）

浙江省人民政府の新型コロナウイルスに対する迎撃戦に打ち勝つための企業と経済と発
展を穏やかにするための若干の意見のサービス措置

政策の名称
（中国語）

关于贯彻落实〈中共浙江省委浙江省人民政府关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战 全力

稳企业稳经济稳发展的若干意见〉服务举措的通知

政策原文
（中国語）

https://mp.weixin.qq.com/s/Fj8g3GtBh5IAazd-yYIgfw

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。
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表　浙江省人民政府の新型コロナウイルスに対する迎撃戦に打ち勝つための企業と経済と発展を穏やかにするた
めの若干の意見のサービス措置の主な内容

（出所）浙江省市場監督管理局の発表内容を基にジェトロが整理



政策の名称
（日本語）

浙江省発展改革委員会「新型肺炎感染予防・抑制期間中、臨時措置として、企業用の天
然ガス、水道、電気料金を軽減する通知」

政策の名称
（中国語）

浙江省发展改革委印发＜关于新冠肺炎疫情防控期间临时降低企业用气用水用电价格的通知

＞

政策本文
（中国語）

http://news.163.com/20/0213/00/F57O6GAM000187R2.html

概要
天然ガス料金（現在価格から10%値下げ）、水道料金（現在料金より10%値下げ）、二部
制電気代(基本料金＋実際使用電気)の政策支援を内容とし、政策措置実施期限は今年2

月1日～4月30日。

（出所）関連報道よりジェトロ作成
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政策の名称
（日本語）

浙江省市場監督管理局が「企業安定と経済発展のための第二次政策発表の通知」

政策の名称
（中国語）

浙江省市场监管局印发《关于实施稳企业稳经济稳发展第二批服务举措的通知》

政策原文
（中国語）

http://www.zj.gov.cn/art/2020/2/18/art_1228932745_41939115.html

1

審査サービスを効率化する。防疫物資生産企業の登録手続きを最優先に対応する。非医療用マ
スクなどの防疫物資生産企業は、経営範囲の追加をしないまま操業再開が可能。防疫期間中に
できた新企業に対しては、企業データを総局に提出し、経営範囲基準の調整が必要。自主申告
の企業名に対しては、申込者はオンラインで申し込み確認でき、社名の有効期限は防疫期間終
了後1カ月まで自動的に伸びる。営業許可証の記載事項に変更があったり、経営期限切れ、出
資期限切れ、申請材料を規定期間内に申請していない場合などは、防疫期間終了後の１カ月ま
で期限を伸ばす。

2

低リスク食品の許可を承諾性にする。食糧加工品、お茶、野菜製品、果物、ナッツ類、ココア
及びコーヒー製品、砂糖類(パッケージ有)、澱粉類(パッケージ有)など低リスク食品の生産許
可審査手続きについて、まずは試行的に承諾を与える。食品の安全を確保するほか、上記すべ
ての食品は初回申請時に生産許可がある場合、企業への現場審査が不要となる。

3
特種設備における行政許可証明書の交換手続きを延期させる。特種設備の生産企業は、交換手
続きの延期申請後、その許可証明書を再度印刷すれば、有効期限を1年延ばせる。

4
防疫緊急物資に計量型式の緊急対応審査を実施する。医療登録検査合格且つ一定の要求を満た
す企業に対し、先に「計量器具型式」の許可証明書を発行し、その後、技術審査または部分項
目試験を行う。

5

検査機構の資質認定承諾制度を実施する。省内すべての検査機構は現場審査を中止し、防疫の
ため追加した関連新技術能力項目に承諾を与え、オンライン監督審査、専門家より文書審査な
どの方法を通じて資質認定手続きを進める。その他の検査機構については審査を延期すること
を勧める。

6
知的財産権支援制度を作る。優先的に事業再開できる企業及び新型コロナウイルスに関する特
許の出願を行う企業について、出願書によって、省内特許出願優先審査リストに登録され、優
先的に審査を行うことが可能。

7

企業特許費用の納付を全体的に減らし、オンライン手続きを進める。条件を満たす企業の特許
出願手数料を減らすと同時に、条件を満たす企業の範囲も拡大する。防疫の影響により、操業
再開企業は特許、商標、集積回路レイアウト設計などの関連手続きが期限に間に合わなかった
場合、実施期限の中止、延期、権利の回復などの措置を実施し、権利回復の費用も免除され
る。特許費用の縮小政策を全面的に実施し、手続きも効率化させる。規定通りに財政補助金を
申請していない企業に対し、防疫期間終了後3カ月以内であれば申請提出が可能。

8
基準転換の運用を加速させる。国際標準と国内標準の転換サービスをしっかり実施し、国際標
準と国内標準を企業標準に転換させるようにする。

9

技術の発展を支援する。国家質検センター、省級質検センターと質量基礎“ワンストップ式”
サービスプラットホームを中心として、専門家や技術人材などを派遣し、企業に相談窓口、業
務トレーニングなどのサービスを提供する。企業の市場進出、新製品開発、標準革新、品質向
上、認証許可、対外貿易などの技術問題を支援する。

10
技術サービス手数料を減免する。浙江省市場監督管理局付属の計量検定機構、産品品質検査検
測機構、特種設備検査検測機構は省内企業操業再開にかかる計量器具の検定校正手数料、産品
品質検査検測項目手数料、特種設備検査項目手数料の請求料金を50％引き下げる。

11
商品市場の安全な操業再開を勧める。役所(所属地政府)と関連部門が提携し、防疫期間中に取
引金額が合計100億元以上だった41社の企業に対し、優先的に操業再開を許可する。オンライ
ン取引プラットフォームも優先的に操業再開させる。

12 経営状態異常の企業を登録管理する。

13 無断徴収の行為を厳罰する。
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表　浙江省市場監督管理局「企業安定と経済発展のための第二次政策発表の通知」の主な内容は下記の通り。

（出所）江蘇省の発表内容を基にジェトロが整理

http://www.zj.gov.cn/art/2020/2/18/art_1228932745_41939115.html


政策の名称

（日本語）
浙江省の外資と対外貿易を安定させるための7条意見

政策の名称

（中国語）
稳外资稳外贸 浙江出台“七条意见"

政策原文

（中国語） http://www.mofcom.gov.cn/article/yqfkscbg/dfgz/202002/20200202938228.shtml

1

外国企業の早期操業再開・生産再開に対する積極的な支援

・外国企業と重要な外資プロジェクトの操業再開を全面的に支援し、2月末までに生産再

開率75%以上を達成する。

・防疫物質の無料提供、従業員の雇用、税金・家賃の免除、社会保険料の遅延納付などの

サービスを提供する。

・「登録制＋ネガティブリスト＋承諾制」の管理を実行し、重要な外資企業と重大な外資

プロジェクトに対して「一事一議」制度を採用し、実際の問題を解決する。

2

外国企業の投資誘致を促進する新たな業務の展開

・インターネットプラットフォームでのオンラインクラウドを積極的に活用し、顧客との

連絡を強化する。

・インターネットによって誘致情報を提供し、外国企業誘致の宣伝力を強化する。

・外国企業の投資、人材雇用、資金流用等の新しい変化や動向に対し、事前に調査・研究

した情報に基づき、年度内の誘致活動計画を調整する。

3

重要な外資プロジェクトのための省市県の特別な体制構築

・10億ドル以上の外資プロジェクトに対しては、国家重大外資項目に推薦し、国から制度

支援を与える。

・5億ドル以上の外資プロジェクトに対しては、優先的に省の重大産業項目に組み入れ

る。

・各市・県が優先的に選定した1～3億ドルの外資プロジェクトに対しては、市の特別な項

目に入れる。

・75ある1億ドル以上の重要な外資プロジェクトに対しては、促進支援を強化する。

4

重要な外資プロジェクト要素確保の強化

・6月末までに、既に省の重要産業項目に組み入れられた重要な外資プロジェクトが操業

再開する場合は、省の重要産業項目の土地指標を前借りすることができる。

・使用エネルギー、汚染排出指標、融資保証の強化

・ハイテク人材と企業幹部雇用の支援

5

外資プロジェクトに対する審査手続きのグリーン申請窓口設定

・6月末までに政府が許認可した重要な外資プロジェクトを操業再開させる場合は、市と

県の発展部門に審査手続きを行う。3億ドル以上の外資投資プロジェクトに対しては、市

と県の評価審査合格後、省の発展改革委員会での審査手続きを行う。

・6月末までに政府が許認可した外資プロジェクトを操業再開させる場合は、「国内外企

業一致」の規定に沿って承諾制の審査手続きを実行する。

・6月末までに審査を経て登録された外資プロジェクトを至急操業再開させたい場合は、

先に申請書類を提出した後に資料追加ができ、優先的に審査手続きを行うことができる。

・遠隔審査サービスの提供

6

外資プロジェクトに使用する輸入設備の免税手続き申請の加速

・投資総額3000万ドル以下の外資プロジェクトに関しては、省のオンラインプラット

フォームにて申請と資料提出の手続きを行う。

・投資総額3000万ドル以上の外資プロジェクトに関しては、省発展改革委員会によるオ

ンライン審査合格後、国家発展改革委員会に審査してもらう。

7

外商投資ビジネス環境の最適化

・外資投資手続きの利便性を高めるため、外資プロジェクトの審査時間を監督管理コード

から竣工検収審査まで最長80日とする。

・外国企業向け疫病予防・抑制にかかる情報の宣伝を強化する。

・外国企業と外資プロジェクト「１対１」訪問・対応サービスを提供する。

（出所）浙江省の発表内容を基にジェトロが整理
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表　      浙江省の外資と対外貿易を安定させるための7条意見の内容

http://www.mofcom.gov.cn/article/yqfkscbg/dfgz/202002/20200202938228.shtml


政策の名称
（日本語）

浙江省市場監督管理局、知的財産センターによる企業再開を支援する複数の措置

政策の名称
（中国語）

省知识产权保护中心多措并举 助力复工复产

政策原文
（中国語） http://zjamr.zj.gov.cn/art/2020/2/25/art_1228969893_41982024.html

目的
浙江省委・省政府は防疫作業と経済発展を進めるため、知的財産サービスと企業再開を緊密に
提携していく方針を決定した。

一

防疫期間中の相談窓口を設置する。国家知的財産局350号公告により、特許出願者と事前審査
申込者に対し、感染の影響を受ける特許関連事項に相談サービスを提供する。知的財産セン
ターの事前審査サービスシステムが完備されたため、申請企業にシステムの使用説明サービス
も提供する。

二

知的財産権の優先路を設置する。省内新型コロナウィルス関連製品を研究開発する企業に対
し、優先的審査を行い、事前審査期間を短縮する。優先路条件を満たす企業に対し、事前登録
審査を完了した当日に、国家知的財産局に提出する。事前登録審査完了した日から、特許事前
申請の申し込みは可能。出願の事前申請に対し、提出当日に初回審査を完了させ、「受理」又
は「受理拒否」の通知書を提出する。

三
	特許検索技術支援を提供する。「防疫製品検索サービスチーム」を設立し、防疫製品を研究開
発する企業に特許関連の専門情報サービスを提供する。

四
事前審査業務に「一網通」を実現する。各業務を順序に進めるため、防疫期間中に人員接触を
しないよう、オンライン業務を勧める。

（出所）浙江省市場監督管理局 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

表）浙江省市場監督管理局、知的財産センターによる企業再開を支援する
複数の措置の内容

http://zjamr.zj.gov.cn/art/2020/2/25/art_1228969893_41982024.html


政策の名称
（日本語）

「防疫期間中に文化企業の穏やかで健康な発展を推進する意見」を発表

政策の名称
（中国語）

《关于积极应对疫情推动文化企业平稳健康发展的意见》

政策原文
（中国語） https://mp.weixin.qq.com/s/Kjr-GdtA8BE0W5zGuAH1pg

1
税金納付の減額を実施する。各種文化企業に徴収する税金と社会保険料を免除し、家賃も減免
する。旅行サービス品質保証金の返済業務を実施し、返還基準は納付済み金額の80%となる。

2
専用項目資金の使用を最適化する。感染の影響を大きく受けた文化旅行、テレビ放送、映画放
送、出版発行、芸能園芸、展示会、塾などの業界を支援し、政府は感染の影響を受けた文化企
業の製品とサービスを優先的に買い付ける。

3
品質が優良な作品を支援する。感染の影響を大きく受けた省内文化映画企業、製作所への支援
を強化する。

4
映画産業を支援する。感染の影響で休業した映画館などに対し、1000万元の第四回郷鎮映画館
建設補助金を提供し、防疫関連テーマの映画作品の宣伝・発行をサポートする。また、横店文
化産業区、象山映画城など観光・撮影場所をサポートする。

5
特定テーマ作品の出版と印刷を支援する。製版会社、書屋と各地「新華書店」に支援を強化す
る、関連家賃と税金を減免する。

6
文化貿易の輸出を支援する。各種文化企業に「ブース代補助金」などの対外貿易支援政策を実
施する。

7 各地向けの支援政策を出す。

8
文化企業は順序に企業再開を進める。各地は求人政策を作成し、文化産業分野での労働力不足
の状態を緩和する。

9
社会保険の関連政策を作成・実施する。国務院が発表した企業社会保険料減免・延納政策を実
施する。

10 企業にオンライン求人サイトとオンライントレーニングを利用させる。

11
貸付金支援策を利用する。感染の影響を大きく受けた文化企業に対し、貸付金の返済が困難な
場合、返済延期、分割払い、返済期限延長、無料継続貸付などの措置を与える。感染の影響を
受けた対外的な文化企業に対し、外貨為替と人民元海サービスなどの優先ルートを開設する。

12 デジタル文化（数字文化）を発展させる。

13
文化旅行の新しい消費方法を掘り出す。文会館とA級観光地を順序に再開させる。文化と観光
業界の再開を促進するため、市民に旅行クーポン券を手配する。

14
各審査手続きを最大限に簡易化させる。各地にオンライン審査と管理を強化させる。著作権契
約の登録、届出などの処理時間を短縮させる。政府は感染の影響で契約履行困難な文化企業に
法律援助を提供する。

15
省委員会宣伝部、省文化宣伝部門から感染の影響を受けた関連文化企業に人員派遣し、「一対
一」のサービスを提供する。

16
国有文化企業に防疫期間中の社会責任を履行させる。各種文化産業協会、産業連盟、社会団体
は政府と企業の間でコミュニケーションを取り、文化企業が直面している問題などを政府に報
告する。

（出所）浙江省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

表）浙江省委員会宣伝部「防疫期間中に文化企業の穏やかで健康な発展を推進する意見」の内容

https://mp.weixin.qq.com/s/Kjr-GdtA8BE0W5zGuAH1pg


政策の名称
（日本語）

浙江省「零細企業が企業再開を推進するための15条意見」

政策の名称
（中国語）

15条意见，浙江加快推进小微企业复工复产

政策原文
（中国語） https://mp.weixin.qq.com/s/cjWxJF72yr15kE4Ilhx6Mw

1

政府各部門に零細企業が企業再開を進める責任を負わせる。
発改、経信、建設、交通運輸、農業農村、商務、文化と旅行などの部門はサービス業、製造
業、建築業、交通運輸業、農業、卸売・小売業、文化産業などの業界に対する指導責任を負
う。

2

各区別、等級別に零細企業の企業再開を推進する。
各地は「防疫情報図」に基づき、感染リスクを評価し、リスク評価結果と各業界の特徴を分析
のうえ、零細企業に対し、差別化した企業再開を実施する。リスクが低い地域またはリスクが
やや低い地域に対し、外部から感染を制御する対策を実施し、生産作業を全面的に回復させ、
企業再開を遅らせるようなことをしてはいけない。リスクが「中」の零細企業に対し、外部か
らの感染リスクと内部感染リスクを両方制御する対策を実施する。早めに通常通りの生産を回
復させ、防疫と企業再開を同時に推進する。

3

零細企業の主体責任を強化する。
各地方は各企業内部の防疫組織体系を確立させ、企業自らに予防・制御の具体策と緊急対応策
を作成させる。また、防疫・制御の応急措置と処理マニュアルを明確にし、防疫の責任を各段
階、各過程、各部門や各個人まで落とし込む。

4

零細企業の企業再開に向けた緊急対策を立てる。
企業再開に向けた零細企業に対し、毎日従業員の管理と体温測量の際、発熱、だるさ、咳など
を発見した場合、直ちに隔離し、所属の郷鎮（町）と団地衛生サービスセンターに報告し、
「流行病学」調査を行う。新型コロナウイルスの疑いがある場合、救急センターから指定医療
機関に移送する。

5

労働力不足の問題の解決に力を入れる。
各地方はチャーター機、貸切バス、貸切列車などの手段を通じて、従業員を戻らせる。各零細
企業が、乗り合いで貸切車を借りて従業員を迎える。各地はこれらに補助金を与え、零細企業
の負担を減らす。各地の求人プラットフォームは微信、DINGDINGなどのAPPの利用を強化し、
零細企業のオンライン求人を支援する。

6

零細企業の企業再開への融資支援を強化する。
金融機関は条件をつけ、資金流通困難の一部零細企業に対し、一時返済延期を許可する。利息
の返済は6月30日まで延長し、その罰金も免除する。中央銀行の再融資、防疫特別項目貸付
金、政策性銀行特別項目貸付限度額などを通じて、零細企業の融資コストを減らす。

7

企業再開の問題の解決に力を入れる。
零細企業の従業員の飲食、宿泊、通勤など関連する防疫問題の解決に力を入れ、隔離場所を用
意し、零細企業に企業再開前の予防・制御研修を行い、防疫物資を手配し、零細企業の企業再
開を推進する。

8
法律サービスを提供する。
法律コンサルティングサービスを提供し、法律援助を強化する。防疫期間中に起こった契約、
労資、貿易などの紛争に対し、政府が法律援助サービスを提供する。

9

零細企業のオンラインとオフラインの発展を進める。
インターネット、交通、物流、配達などの生活サービス業を支援する。零細企業に日常生活に
おけるサービスを提供すべく、飲食店等にオンライン業務を勧め、零細企業にはDINGDINGなど
のAPPを通じたオンライン業務を勧める。

10

園区プラットフォームの主要役割を発揮する。
零細企業が集まる園区に対し、公共区域の防疫、防疫訓練、業務指導などの業務を実施させ、
零細企業の日常管理を強化し、園区内企業の防疫物資の調達、社員の通勤交通、住宅団地への
出入りなどに協力させる。

11

業績の良い企業がリーダーシップを発揮する。
業績の良い企業は技術、資金、人材、市場と資源の優位性を発揮し、零細企業に販売、技術、
管理面での支援をし、先に注文、供給、支払い手続きをし、零細企業の注文、市場、資金、原
材料などの問題解決に向けたサポートを行う。

12
各分野の協会と商会を活用する。
業界協会、商会は感染による業界への影響を分析し、企業再開に向けたサービスを提供する。

13
政策面の支援を強化する。
関連政策の実施細則を作成し、政策対象、条件、流れと担当部門などを明確にし、手続きを簡
素化する。

14

企業に「三つのサービス」を提供する。
衛生健康システムを組織している人が健康指導員となり、企業に対して従業員検査、体温測
定、衛生消毒、マスク着用などの防疫措置について指導し、企業の防疫活動に協力する。企業
再開における資金、人材、原材料、法律リスクなどの問題を把握する。

15

零細企業再開に向けた動きの観測を強化する。
製造業、建築業、卸業と小売業、交通郵政と物流倉庫、宿泊業と飲食店、情報ソフトウェアと
情報サービス業、不動産、賃貸とビジネスサービス業などの業界に属する零細企業の企業再開
状況を定期的に観測する。

（出所）浙江省の発表をもとにジェトロが整理
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表）浙江省中小企業発展工作領導小組「零細企業の企業再開を推進するための意見」
の内容は以下の通り

https://mp.weixin.qq.com/s/cjWxJF72yr15kE4Ilhx6Mw


政策の名称

（日本語）
浙江省科学技術庁の科学技術による「両方の戦いで勝利を掴む」ための18条措置

政策の名称

（中国語）
浙江18条举措，科技支撑“两手硬两战赢”

政策原文

（中国語） https://zj.zjol.com.cn/qihanghao/100639163.html

1
全省の科学技術体制に基づいた分類指導と一対一の専門サービスを強化し、早期の操業再開、安
全な生産再開を保障する。

2 正確な技術サービスを広く展開する。各大学、イノベーションプラットフォームと新型研究開発
機構等の技術力を活用し、企業の科学技術イノベーション関連の問題解決のサポートをする。

3 企業に対し、減税・負担軽減・優遇政策の支援をする。

4 イノベーションの起業家に対し、コストダウンと家賃の軽減措置を実行する。

5

ハイテク設備は企業に無料で使用してもらい、企業のテクノロジーイノベーションクーポンを20
万元から50万元に引き上げる政策を全面的に実行。さらにイノベーションクーポンの申請、使
用、引換のプロセスを最適化し、上海青浦、江蘇呉江、嘉興嘉善の三つの地域においてイノベー
ションクーポンの共通利用を推進し、全省に普及させる。

6
科技融資の加速支援について、省のイノベーションファンドなどの財政面での支援を指導し、ハ
イテク企業への投資を増加させる。積極的にベンチャーキャピタルとファンド会社、金融と保険
機構を集めて、企業との融資マッチングを展開する。

7
問題解決のための研究開発投資を増加し、防疫応急プロジェクトを迅速に推進する。省レベルの
重大な研究開発の計画プロジェクトには1000万元までの補助を与え、自然科学ファンドのプロ
ジェクトには100万元までの手当を与える。

8
4つの科学研究の取組計画に対し、至急プロジェクトマニュアルを作成し、プロジェクトの審査期
間を45営業日以内に短縮し、着実に徹底する。

9
科学技術企業に対し、個性的な指導とサービスを強化する。各レベルの科学技術部門は財政部門
と協力して、科学技術系企業の認定に対する奨励・補助金をさらに強化する。

10
研究開発投資へのインセンティブを完備させる。研究開発投資が5％を超える企業に対し、優先的
に要素保障などのインセンティブを提供する。

11
イノベーションプラットフォームのシステム構築を早めに開始し、3月から「インターネット＋」
と「生命健康」という二つのテクノロジーイノベーション分野に関わる省の実験室を稼働させ
る。

12 人材雇用と成果転化の便利な機能を加速し、人材サービスルートを拡大する。

13
大市場のテクノロジーサービス機能を完備し、ビックデータ、ブロックチェーン技術を十分に活
用し、ネット技術市場のアップグレードを推進する。

14 科学技術協力ブランド活動を実施する。

15 全省のテクノロジーシステムによるテクノロジーイノベーションの発展動向を研究判断する。

16 テクノロジー計画の実施体制を最適化し、疫病の影響を受けた大企業が省レベルのプロジェクト
を引き受けた場合は、初期賃金を10%引き上げ、市・県からの関連資金も同時に準備しておく。

17
実用的な科学研究を強化し、良い成果転化ができた場合、科学技術奨励審査、科学技術計画プロ
ジェクトを申請可能とする。

18
「三つのサービス」方式を創新し、「デジタル化、インテリジェント化、便利化」に関わるサー
ビスレベルを向上させる。

（出所）浙江省の発表内容を基にジェトロが整理
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表）浙江省科学技術庁　科学技術による「両方の戦いで勝利を掴む」ための18条措置の内容

https://zj.zjol.com.cn/qihanghao/100639163.html


政策の名称
（日本語）

浙江省 投資促進のための外国貿易と外国企業の安定化18条政策

政策の名称
（中国語）

浙江稳外贸稳外资促消费18条

政策原文
（中国語）

http://www.mofcom.gov.cn/article/yqfkscbg/dfgz/202003/20200302941170.shtml

一、	防疫作業を
しっかり継続的に

行う

防疫作業を全力で進める。
国内外の貿易、外資企業の実際の状況を把握し、各分野での企業再開における防疫の要点を明
確にする。企業を指導し、関連業界の防疫マニュアルを作成させるとともに防疫方案も作成
し、防疫対策を徹底的に実行する。防疫緊急対応策を確立させ、最も厳しい責任制を取る。企
業再開における防疫状況を追跡、関連情報を随時報告させ、問題を発見した場合迅速に処理す
る。

企業又はプロジェクトの再開を推進する。
対外貿易、外資企業、商業貿易流通、電子商取引、対外経済、アパレル業などの企業再開を効
率よく推進し、商業貿易流通、外資企業と対外投資プロジェクトの建設を推進し、3月上旬ま
でに生産能力の回復率90%以上を目指す。

プラットフォームの利用を促進させる。
特に防疫物資関連産業チェーンをしっかり運用し、重要建設プロジェクトに対し、上流産業お
よび下流産業の企業再開を推進する。自由貿易試験区の全面的な企業再開を促進する。浙江石
化などの重要建設プロジェクトの進度を確保し、保税燃料油の給油量を回復させ、ガソリン・
ガス産業チェーンの上流・下流企業の再開を加速させる。創新区内にある各建設の全面的な生
産再開を推進する。

防疫対応システムを強化する。
既存の中米経済貿易摩擦対応専門チームを踏まえて、防疫対応機能を追加し、対外貿易リスク
予防システムを強化する。各地のビジネスシステムは対外貿易チェーンの資源をまとめメカニ
ズム化し、現地商務部門をはじめ、「特別班制度」と問題対応体制を確立し、対外貿易チェー
ンの各問題を解決する。外国系貿易企業の再開状況を定期的に発表し、外国貿易企業の従業員
の稼働率、再開後の生産能力、注文率を向上させる。

新しい市場を開拓し、取引を確保する。
「デジタル展示会」を普及させ、「デジタル式マーケティング」の展開を支援する。海外ビジ
ネス代表所を設置し、海外にある浙江企業は在中の外国貿易企業の「オンライン展示」や顧客
対応などを手伝う。関係国と地域の既存自由貿易協定を宣伝普及し、企業に自由貿易協定の優
遇政策を利用の上新しい市場を開拓させる。感染の影響で出荷遅延の貨物に対し、「義新欧」
または空輸輸送の利用を加速させる。

対外貿易発展の新しいモデルを加速させる。
越境EC総合試験区の建設と産業別越境ECの発展を推進する。企業に越境ECを通して市場を開拓
させる。

輸入を拡大する。
省内防疫物資のオンライン輸入をサポートする。重要な農産物の輸入を拡大し、市場供給を安
定させる。輸入利息割引政策を加速させる。税関が生鮮類、企業再開に必要な原材料等に対し
優先検査を行い、防疫物資の輸入検査検疫費用を減免する。

外資企業へのサービスを高める。
「外商投資法」を全面的に実施する。外商投資の利便性を向上させる。各級商務主管部門は外
資企業の生産再開と建設によって発生した問題を解決する。

新しいビジネス誘致措置を作る。
ネット交流やオンライン取引を進める。

重要外資プロジェクトの推進を強化する。
10億ドル以上の外資プロジェクトを国家の重要外資プロジェクト専門クラスに推薦・登録し、
国家政策として支援する。5億ドル以上の外資プロジェクトの一部を省級の専門クラスに登録
する。1–3億ドルの外資プロジェクトを市、県（区）の専門クラスに登録し、省級の専門クラ
スに入れるよう推薦する。

主要外資企業のプロジェクトを保障する。

「デジタル新サービス」を発展させる。
各種生活サービス企業のオンライン・オフラインの発展を加速させる。オンラインのネット通
販野菜市場、ネット通販レストラン、ネットスーパー、ネット家政採用、オンライン塾などの
サービスを提供する。

消費回復に関する事前計画を立てる。

サービスの利用を拡大させる。「5分間コンビニ＋10分間ファーマーズマーケット＋15分間
スーパー」のような便利な生活サービスエリアを構築し、住民に便利な生活サービスを提供す
る。

「三つサービス」を深化させ、企業をサポートする。
各企業再開の労働者雇用、防疫物資、物流輸送などの問題に対し、応答体制を確立し、企業の
問題を解決できるサービスを提供する。

ビジネスマネジメント「デジタル化」の転換を加速させる。
商務部輸出入許可証の便利化措置を実行し、「ペーパーレス」輸出入許可証を受領、申請材料
を簡素化する。企業の海外投資の届出プロセスを簡易化し、対外投資の承認をオンラインの形
で実施する。

金融面のサポートを提供する。

市場運営規制と標準化を強化する。

（出所）浙江省の発表内容を基にジェトロが整理
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五、消費を促進
し、市場を活発化

させる

六、「三つサービ
ス」の環境を作る

表）浙江省商務庁、対外貿易及び外資企業を安定的に発展させ、消費を促進するための
18条政策の内容　（2020年4月30日まで有効）

二、	科学的に正確
且つ効率的に企業
再開を推進する

三、	対外貿易を安
定させ、国際市場

を開拓する

四、	イノベーショ
ンの投資促進と外
資企業の安定を目

指す

http://www.mofcom.gov.cn/article/yqfkscbg/dfgz/202003/20200302941170.shtml


政策の名称
（日本語）

湖州市企業再開のための金融措置10条

政策の名称
（中国語）

金融支持实体经济恢复发展，湖州出台十条举措

政策原文
（中国語）

https://mp.weixin.qq.com/s/6AfXysEmodbw2PpxwVRYDw

1 中央銀行より発行した「病疫防止対策特別貸付」政策を十分に利用する。

2 金融機関を誘導して実体信用資金の利用を拡大させる。

3 感染に大きな影響を受けた零細企業に対して金融利息割引を提供する。

4 一時営業困難な企業に力を入れて支援する。

5 企業の上場債権発行に優先サービスを提供する。

6 保険機構及び地方金融組織の補助作用を発揮する。

7 財政金融政策を利用し低金利ローンの発行を推進する。。

8 利息減免を実行する銀行金融機構に財政奨励を提供する。

9 金融総合プラットフォームのオンラインサービスを利用する。

10 金融機関に実体経済の支援を強化させる。

（出所）浙江省の発表内容を基にジェトロが整理
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表）湖州市企業再開のための金融措置10条の内容（2020年6月30日まで実行）

https://mp.weixin.qq.com/s/6AfXysEmodbw2PpxwVRYDw

