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政策の名称 

（日本語） 

新型コロナウイルス感染による肺炎の感染対策遂行状況下における金融サービス保障業

務に関する北京市地方金融監督管理局の通達 

政策の名称 

（中国語） 

北京市地方金融监督管理局关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控情况下金融服务保障

工作的通知 

政策原文 

（中国語） 

http://jrj.beijing.gov.cn/tztg/202001/t20200131_1621849.html 

概要 新型コロナウイルスによる肺炎の感染対策における金融サービスの確保に関する措置 

 

表 「新型コロナウイルス感染による肺炎の感染対策遂行状況下における金融サービス保障業務に関する北京市

地方金融監督管理局の通達」の主な内容  

 

１． 

 

 

〇断固として感染抑制の政治責任を負う。 

 新型コロナウイルス感染による肺炎の感染対策を遂行することの重要性と緊急性を深く認識し、人

民の命の安全と健康を第一とし、感染対策を目下の最重要業務として力を入れる。 

 

２． 

 

 

 

 

〇感染拡大防止措置を厳格に実施する。 

・ 北京株式取引所、地方資産管理会社、小規模金融会社、金融保証保険（モノライン）会社、ファイ

ナンスリース会社、商業ファクタリング会社、質屋業などの地方金融機関は、営業所およびサービ

ス施設の全面徹底検査を強化し、必要な防護物品および設備・施設を配備し、定期的に店舗、営業

カウンター、セルフサービス機械などの施設を清掃・消毒し、各営業所、オフィスの衛生防疫管理

を強化しなければならない。 

・ 従業員の自己保護および感染の徹底検査を強化し、オフィスに検温装置を配備し、リアルタイムで

従業員の健康状況をフォローする。 

・ 業務計画を適宜調整し、時差出勤とフレックス勤務を実行し、テレビ電話会議、テレワーク、接触

を伴わない顧客訪問、対面式でない契約締結、電子メール、電子署名など柔軟な勤務方式の採用を

奨励し、記録・届出の保管を遂行し、人の集まりや顧客の集中訪問を低減させる。 

 

３． 

 

 

 

 

〇全市金融サービスクイックレスポンスネットワークを構築する。 

・ 全ての金融営業所が金融サービス・クイックレスポンス・プラットフォームとなり、全市で金融サ

ービス・クイックレスポンス・ネットワークの一枚岩を形成し、自身の業務範囲を超える顧客の各

種融資、支払、クロスボーダー業務などの金融サービスニーズに遭遇した際は、直ちに状況を市金

融監督管理局に通知しなければならない。 

・ 市金融監督管理局は全市金融サービス・クイックレスポンス・ネットワークを構築し、各金融機関

と協力してクイックレスポンスを行い、的確なサービス、迅速な解決、即時フィードバックに努め

る。 

４． 

 

 

 

〇金融サービス支援を展開する 

・ 感染対策用物資の生産、流通、輸送などに従事する中小零細企業、ならびに感染症流行の影響が大

きく、一時的に困難に直面している卸売・小売、宿泊・飲食、物流・輸送、カルチャー・旅行類の

企業に対しては、各地方金融機関を含む各金融機関が適宜利率および関連費用を引き下げ、企業に
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より多くの融資・支援を行い、運用技術・手段を強化し、スマートファイナンス、モバイルファイ

ナンス、オンラインサービスなどの方式を通じて金融サービスの安全性、利便性、利用可能性の向

上を図ることを奨励する。 

・ 在北京金融保証保険会社は小規模・零細企業に対し適度に信用保証料率を引き下げ、政策性保証会

社は信用保証料率を 0.5 ポイント引き下げ、感染対策関連企業に対しては信用保証料率をさらに引

き下げてもよい。 

・ 小規模金融会社は適度に金融利率を引き下げ、全体の融資コストをさらに圧縮する。 

・ 地方の資産管理会社は感染症の流行により困難に直面している企業の不良資産買取を展開し、優遇

融資支援を強化する。 

・ ファイナンスリース会社は知的財産権リースのサービス規模を拡大する。 

・ 商業ファクタリング会社は積極的にサプライチェーン融資サービスを展開する。 

・ 質屋業は困難に直面している企業の質種範囲を拡大し、関連の民需品、動産、不動産の現金化を加

速させる。 

 

５． 

 

 

 

〇金融サービスチャンネルを開通させる。 

・ 市金融監督管理局は微信のオフィシャルアカウント「畅融工程（円滑融資事業）」を通じてオンライ

ン金融サービスおよびモバイルファイナンスのマッチングサービスプラットフォームを開設し、「畅

融工程」オンラインマッチング会を開催し、「網上暢融工程（オンライン円滑融資事業）」を立ち上

げる。 

・ 重大事業、重点建設事業、高度・精密・先端的産業事業に対する「一対一」、「一対多」金融サービ

スメカニズムを確立し、個性を打ち出した金融商品を開発し、事業の早期着工・生産量達成を推進

し、感染症流行が経済運営に与えるショックを低減する。 

・ 積極的に金融機関と企業との意思疎通ルート、特にオンライン金融サービスマッチングプラットフ

ォームを構築し、無担保貸付、初回融資、継続融資、上場サービス、保険サービスのニーズのある

困難に直面している企業の申請を受理し、なおかつ直ちに関連金融機関にフィードバックし、処理

を急ぐ。 

・ 企業はまた、「12345」ホットラインを通じて金融サービスのニーズを訴えることもできる。市金融

監督管理局は直ちにこれをフィードバックする。 

・ 上場企業で困難に直面している企業に対しては、市金融監督管理局が「一対一」サービスメカニズ

ムを構築し、直ちに問題解決に当たる。 

 

６． 

 

 

 

〇在北京金融機関の運営に対するサービス保障を強化する。 

・ 金融機関の業界サービス・コンシェルジュ・メカニズムをさらに強化し、感染拡大防止期間におけ

るオンライン連絡に力を入れ、直ちに国内外金融機関の北京における発展、ならびに金融機関が感

染対策物資の調達、代金の割り当て、緊急時の貸付放出などにおいて直面している困難や問題の解

決に協力する。 

・ 北京に新設予定の内外資金融機関に対しては、積極的に審査手続を早めるよう協力し、資金補助、

不動産購入・賃貸補助金、高度人材奨励などの政策支援の実行を加速させる。 

・ 各金融機関に対し、感染対策ニーズに適合した、全民の健康および社会全体のガバナンスに貢献す
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る金融商品およびサービスの開発を奨励し、貢献のあった金融機関には金融イノベーションインセ

ンティブ支援を与える。 

・ フィンテックの感染対策への応用を支援し、条件に適合するものは、フィンテック「監督管理サン

ドボックス」イノベーションモデル事業に組み入れる。 

 

７． 

 

 

 

 

 

〇感染症流行期間の情報申告を強化する。 

・ 各地方金融機関は従業員およびその家族の健康状況を細かくモニタリングし、直近に湖北省を訪れ

たか、湖北省を通過した、または湖北省から来た親戚・友人と濃厚接触のあった者を重点者に指定

し、每日詳細に健康状況を把握する。 

・ 感染が確認された場合は隔離するとともに、市政府の定める手続に従い直ちに上層部に報告しなけ

ればならない。 

 

８． 〇党員幹部は果敢に責任を負い貢献する。 

 

 

（出所）北京市地方金融監督管理局の発表を基にジェトロ作成 
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政策の名称 

（日本語） 

新型コロナウイルス感染による肺炎の影響への対応と、中小零細企業の持続的かつ健全

な発展の促進に関する北京市人民政府弁公庁の若干の措置 

政策の名称 

（中国語） 

北京市人民政府办公厅关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响促进中小微企业持续健

康发展的若干措施 

政策原文 

（中国語） 

http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202002/t20200206_1625493.html 

概要 北京市の中小零細企業への負担軽減、金融支援に関する 16 項目の措置 

 

 

表 「新型コロナウイルス感染による肺炎の影響への対応と、中小零細企業の持続的かつ健全な発展の促進に関

する北京市人民政府弁公庁の若干の措置」の主な内容  

 

（一） 

中小零細企業

の負担軽減 

1. 行政手数料（中国語は「事業性収費」）の徴収を一部停止する。 

 感染症流行期間中、その影響による被害が大きい中小零細企業に対し、特殊機器の検査

料、汚水処理費、道路占用料の徴収を停止する。（責任機関：市財政局、市発展改革委員

会、市市場監督管理局、市水務局、市交通委員会、各区政府） 

 

2. 中小零細企業の賃料を減免する。 

・ 中小零細企業が北京市内の市・区に属する国有企業の不動産を賃借して生産・経営事業を

営み、政府の要求事項に応じて営業を継続し、または感染対策規定により業務を停止し、

かつリストラを行わないか、リストラを最小限に止める場合、2 月分の賃料を免除する。 

・ 事務用の不動産を賃借する場合、2 月の賃料について 50％削減する。 

・ 感染症流行期間中、家屋を賃借する中小零細企業のために賃料を減免する企業に対し、市・

区政府が一定の補助金を支給する。 

・ 感染症流行期間中、家屋を賃借する中小零細企業のために賃料を減免する特色産業パー

ク、テクノロジー企業インキュベーター、大学テクノロジーパーク、ハッカースペース、

ベンチャー基地、文化産業パーク、視聴覚著作物パークなどの各種媒体に対し、優先的に

政策支援を提供する。(責任機関：市国有資産監督管理委員会、市財政局、市住宅都市農

村建設委員会、市経済情報化局、市科学技術委員会、市委員会宣伝部、市文化観光局、市

ラジオ・テレビ局、市体育局、中関村管理委員会、市国有文化資産管理センター、北京経

済技術開発区管理委員会、各区政府) 

 

3. 経営難の企業の納税期間を延期する。 

・ 感染症流行の影響による被害を受け、納税が困難な中小零細企業は、法により 3 か月を限

度として、納税期間を延期することができる。 

・ 感染症流行の影響による被害を受けた「定期・規定額」の利用者について、実情に応じて

規定額を合理的に調整するか、または休業手続を簡易化する。(責任機関：北京市税務局、

各区政府) 

 

http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202002/t20200206_1625493.html
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4. 零細企業の研究開発コストの補助金を支給する。 

・ 中関村国家自主イノベーションモデル区内のテクノロジー型零細企業について、対研究開

発投資の実情に応じて、1 社あたり 20 万元以下の研究開発費用補助金を支給する(責任機

関：中関村管理委員会、市財政局) 

 

5. 感染症流行がもたらす際立った影響を緩和する。 

・ 条件を満たす中小規模のクリエイティブ企業に対し融資を行い、「エクイティファイナン

ス賞（中国語は「投貸賞」）」政策を通じて割引、賃料補助金などの奨励金を支給する。 

・ 条件を満たす零細、スタートアップ型クリエイティブ企業の賃料について、「房租通」政

策（省級賃料助成政策）を通じて賃料補助金を支給する。 

・ 感染症流行の影響による被害が深刻で、または感染拡大防止活動において、市民の最低限

の生活を保障した飲食（朝食）、野菜市場（スーパーマーケット）、コンビニエンスストア

などの営業拠点に対し、家屋賃料の助成などの支援を行う。助成比率の上限を 50%から

70％に引き上げる。(責任機関：市委員会宣伝部、市体育局、市文化観光局、市商務局、

市交通委員会、市財政局、各区政府) 

 

（二） 

金融支援の強

化 

 

6. 信用貸付への投入を一層増やす。 

・ 通年の一般特恵零細企業向け貸付金の伸び幅は各種の貸付金の伸び幅を上回る。 

・ 感染症流行の影響による被害が深刻な中小零細企業が期間までに返済が難しい場合、延期

または貸付継続ができる(責任機関：中国人民銀行営業管理部、北京銀行保険監督管理局、

市金融監督管理局) 

 

7. 企業の融資コストを下げる。 

・ 貸出基準金利（LPR）の適用を加速、拡大し、2020 年の市全体の一般特恵零細企業貸付

金総合融資コストを 2019 年に比べてさらに 0.5 ポイント引き下げる。 

・ 感染症拡大防止対策における重点保障企業について、貸付金割引支援を支給する。(責任

機関：中国人民銀行営業管理部、北京銀行保険監督管理局、市金融監督管理局、市財政局) 

 

8. 直接融資チャネルを開拓する。 

・ 中小企業株式担保契約が感染症拡大防止期間内に満了し、企業が返済困難のため延期を申

請する場合、証券会社などの金融機関と協議し、3～6 か月延期することができる。 

・ 上場予定企業の IPO、新三板（店頭市場）の革新層企業が精選層に参入するための指導・

検収活動を積極的に推進し、非現場での柔軟かつ効率的な方式を講じて指導・検収を行う。 

・ 感染症流行期間中、資本市場のオンラインサービスプラットフォームの構築を加速し、教

育機関による企業の上場に関するオンライン研修の強化を実施する(責任機関：北京市証

券監督管理局、中国人民銀行営業管理部、市金融監督管理局、中関村管理委員会) 

 

9. 融資の利便性を高める。 

・ 金融サービスクイックレスポンス体制とネットワーク構築を強化し、「網上暢融工程（オ
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ンライン円滑融資事業）」におけるクイック連携サービスに取り組み、銀行・企業連携シ

ステムの役割を十分に発揮し、金融サービスの利用可能性を高め、サービスコストを下げ

る。 

・ 北京市の企業の貸付継続サービスセンターの機能を充実させ、企業頭金サービスセンター

の構築を加速し、中小零細企業の「頭金率」、信用貸付金の割合を持続的に高め、零細企

業の無元利返済・貸付継続の割合を 20 ポイント以上高める。 

・ ブロックチェーンに基づくサプライチェーン債権・債務プラットフォームを構築し、政府

調達と国有企業調達に参加する中小零細企業に権利確認融資サービスを提供する(責任機

関：中国人民銀行営業管理部、北京銀行保険監督管理局、市金融監督管理局、市政務サー

ビス局) 

 

10. 融資信用保証サービスを最適化する。 

・ 感染症流行期間中、北京市の政府系信用保証機関の感染症流行の影響による被害が深刻な

中小零細企業に対し、総合信用保証料率を 0.5 ポイント引き下げる。 

・ 感染症の流行期間中に生活サービス保障を提供した企業について、信用保証料率を 1.5％

以下に引き下げる。 

・ 感染拡大防止にかかわる企業について、信用保証料率を 1％以下に引き下げる。(責任機

関：市財政局、市金融監督管理局、市経済情報化局) 

 

11. イノベーション型中小零細企業への融資サービスを強化する。 

・ 10 の高度・精密・先端産業と中関村国家自主イノベーションモデル区などのエリアで資

金難を抱える中小零細企業の貸付金利率をさらに低減する。2020 年をめどに、テクノロ

ジー・イノベーション型企業の貸付金の前年比伸び幅を 15％以上にし、貸付金残高があ

る利用者数の前年比を 15％増以上にする。 

・ 条件を満たす中関村のイノベーション型中小零細企業に対し、貸付金割引および債券、フ

ァイナンスリース費用の補助金を支給する。(責任機関：中国人民銀行営業管理部、市経

済情報化局、中関村管理委員会、市発展改革委員会、市科学技術委員会、市財政局、北京

銀行保険監督管理局、市金融監督管理局) 

 

（三） 

企業の正常な

生産・運営の

保障 

 

12. 企業支援・就業安定政策を実施する。 

・ 感染症流行による影響が大きく、一時的な生産・経営難に直面し、かつ回復の見込みがあ

り、リストラをしないか、またはリストラを最小限に抑える保険加入企業は、6 か月の前

年度における北京市の 1 人あたり月間平均失業保険金の基準と保険加入職員の人数に応

じて、失業保険金を返還する。 

・ 感染症流行期間中、首都機能の位置づけと産業発展の方向性に適合する中小零細企業につ

いて、4 月末時点の企業の平均従業員数が前年の平均人数と比べて横ばいか、または伸び

幅が 20％未満である場合、その企業が納めるべき社会保険金 3 か月分の 30％を補助金と

して一括で支給する。4 月末時点の企業の平均従業員数が前年の平均人数と比べて横ばい

か、または伸び幅が 20％以上である場合、その企業が納めるべき社会保険金 3 か月分の
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50％を補助金として一括で支給する。 

・ 前述の政策を受ける企業は、職位の必要に応じて、従業員（職場復帰待ちの従業員を含む）

向けに、規定に基づく職業技能訓練を行う場合、1 人あたり 1,000 元の基準に従い、一回

の技能向上訓練補助金を受けることができる。 (責任機関：市人力資源社会保障局、市財

政局、各区政府) 

 

13. 就業が困難な人の就業を促進する。 

・ 使用者は、北京市の登録失業者、都市・農村部の就業困難者層を採用し、法により 1 年以

上を期間とする労働契約を締結し、かつ規定どおり従業員社会保険を納付し、1 か月毎に

北京市の従業員最低賃金基準の 1.2 倍以上の賃金を支給する場合、規定に従って、役職補

助金、社会保険補助金の受領を申請することができる。（責任機関：市人力資源社会保障

局、市財政局） 

 

14. 企業の正常な安全生産のニーズを満たす。 

・ 各生産企業は、北京市の感染拡大防止活動の要求事項を確実に実行し、生産活動者の健康

と安全を保障しなければならない。（責任機関：市住宅都市農村建設委員会、市交通委員

会、市商務局、市経済情報化局、市衛生健康委員会、各区政府） 

 

15. 政府調達と中小零細企業の製品・役務購入への支援を強化する。 

・ 全市の予算機関は、自身の運転と公共サービス提供の基本ニーズを満たした上で、中小零

細企業への傾斜に力を入れ、中小零細企業向けの調達の金額と割合を一層高めなければな

らない。 

・ 中小企業の公共サービスプラットフォームを活かし、借中小零細企業役務券を発行し、感

染症流行の影響による被害が深刻な企業がリモートオフィス、動画会議、法律相談、オン

ライン検査、ネット販売などの指定された役務商品を調達する場合、1 社あたり 20 万元

を限度として契約額の 50％以下の補助金を支給する。（責任機関：市財政局、市経済情報

化局、各関連部門） 

 

16. 企業向けサービスを入念に実施する。 

・ 企業向けサービスホットライン「12345」の機能を活用し、企業が困難や問題を解決でき

るよう速やかにサポートする。 

・ 中小零細企業法律相談ホットライン VIP サービスを開通し、弁護士専門家サービスチー

ムを構築し、中小零細企業に相談、代理、「法治体験」などのさまざまな法律サービスを

提供する。 

・ 感染拡大防止に関する公証事項手続の手引きを公布し、感染症流行の影響を受けた中小零

細企業に特化した公証サービスを提供する。（責任機関：市発展改革委員会、市司法局、

市経済情報化局、各関連部門、各区政府） 

 

（出所）北京市政府の発表を基にジェトロ作成 
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政策の名称 

（日本語） 

北京市地方金融監督管理局の「新型コロナウイルス感染による肺炎の影響へ対応し、中

小零細企業の持続的かつ健全な発展の促進に関する北京市人民政府弁公庁の若干の措

置」に関する事項の手続の流れ 

政策の名称 

（中国語） 

北京市地方金融监督管理局关于《北京市人民政府办公厅关于应对新型冠状病毒感染的肺

炎疫情影响促进中小微企业持续健康发展的若干措施》有关事项办理流程 

政策原文 

（中国語） 

http://jrj.beijing.gov.cn/ggwd/202002/t20200207_1626201.html 

概要 新型コロナウイルスによる肺炎の感染対策における金融サービスの利用に関する手続の

紹介 

 

表 「北京市地方金融監督管理局の『新型コロナウイルス感染による肺炎の影響へ対応し、中小零細企業の持続

的かつ健全な発展の促進に関する北京市人民政府弁公庁の若干の措置』に関する事項の手続の流れ」の主な内容  

 

1．金融サービスクイ

ックレスポンス体制

と「網上暢融工程（オ

ンライン円滑融資事

業）」 

 

 

〇金融サービスクイックレスポンス体制とネットワーク構築を強化し、「網上暢融工

程」におけるクイック連携サービスに取り組み、銀行・企業連携システムの役割を十

分に発揮し、金融サービスの利用可能性を高め、サービスコストを下げる。 

 企業は、Wechat パブリックアカウント「網上暢融工程」、行政サービスホットラ

イン「12345」などのさまざまなチャネルを通じて、市金融監督管理局に金融ニー

ズを報告することができる。また、金融機関の営業所を通じて訴求を反映するこ

ともできる。 

 金融機関は自身の業務範囲を超えた顧客の要望について、市金融監督管理局に報

告することができる。市金融監督管理局はただちにニーズを収集し、情報の配信、

解決のための調整、結果のフィードバックを即座に行う。 

 自身の執務権限の範囲内にあるものについては直接処理し、他の監督管理部門の

支援を必要とするものについては積極的に調整する。 

 感染拡大防止時期における金融サービスの円滑化を最大限に保証し、感染症の流

行による影響を受けた中小零細企業が困難を乗り越えるよう最大限にサポート

する。 

 市金融監督管理局網上暢融工程の URL：http://jrj.beijing.gov.cn/jrfwksxy/ 

 「暢融工程」Wechat パブリックアカウント 

 

※クイックレスポンス体制連絡者及び連絡先電話番号は政策原文に記載あり。 

 

 

http://jrj.beijing.gov.cn/ggwd/202002/t20200207_1626201.html
http://jrj.beijing.gov.cn/jrfwksxy/
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2. 資本市場サービ

ス 

 

 

 

〇感染症の流行期間中、資本市場オンラインサービスプラットフォームの構築を加速

し、教育機関による企業の上場に関するオンライン研修を強化する。 

・ 市金融監督管理局が、感染症流行期間に現場教育研修に取り組めないという実情

を踏まえ、資本市場オンラインサービスプラットフォームを利用し、オンライン

教育研修に取り組む。 

・ 資本市場総合サービスを受ける意向のある企業は、北京企業上場総合サービスプ

ラットフォーム（北京啓元資本市場発展服務公司）に連絡する。 

・ 北京企業上場総合サービスプラットフォーム 

URL：www.beijingipo.com.cn 

 

３．融資担保サービス 

 

 

 

 

〇感染症の流行期間中、北京市の政府系信用保証機関は、感染症流行の影響による被

害が大きい中小零細企業について総合信用保証料率を 0.5 ポイント引き下げる。 

・ 感染症の流行期間中に生活サービス保障を提供した企業について、信用保証料率

を 1.5％以下に引き下げる。 

・ 感染拡大防止にかかわる企業について、信用保証料率を 1％以下に引き下げる。 

・ 金融サービスクイックレスポンス体制を通じて、ニーズ、問題を報告する。 

 

4. 北京の主な政府

系信用保証会社 

 

 

〇北京中関村科技融資担保有限公司 

・ 感染対策物資の生産、販売、輸送などの関連企業の感染拡大防止により生じた緊

急の融資ニーズに対し、特例措置を講じて迅速な貸付審査・承認を行うとともに、

信用保証料率を 1％に引き下げる。 

〇北京首創融資担保有限公司 

・ 感染拡大防止にかかわる企業について、信用保証担料率を 1％以下に引き下げる。

直接関係する企業に対しては、信用保証料を免除することができる。 

・ 感染症流行の影響による被害が大きい卸売・小売、物流・郵送、飲食・宿泊、文化・

観光などの業界の企業について、信用保証継続、貸付継続政策を講じ、貸し剥が

し、貸付中止をしない。 

〇北京市農業融資担保有限公司 

・ 感染症流行期間中、農業にかかわるすべての関係者に提供した保証融資の信用保

証料率を 0.5～1％引き下げ、民生を直接保障するための野菜、家禽卵・家禽肉な

どの生活手段を供給する市場関係者について、信用保証料率を 1％以下にする。 

〇北京市文化科技融資担保有限公司 

・ 感染対策物資と重要生活物資の生産、輸送、販売などにかかわる中小零細企業が

感染拡大防止のために生じた緊急の融資ニーズについて、リスク許容度を高め、

特例措置を講じ、迅速な貸付審査・承認を行い、信用保証料率を 1.5％に引き下げ

る。 

・ 感染拡大防止に直接関係する企業について、信用保証料率を 1％以下に引き下げ

る。 

・ 感染拡大防止に起因する業務停止、操業再開延期などの要因により賃料納付が困

http://www.beijingipo.com.cn/
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難な零細企業を対象として、産業パークの零細企業を対象とする特色ある商品「賃

料保険」をリリースする。 

〇北京亦荘国際融資担保有限公司 

・ 感染症流行の影響による被害を受け、臨時に休業する企業、資金繰りが困難な企

業について、銀行、少額貸付会社、ファイナンスリース会社などの金融機関と積極

的に調整し、貸付継続、ブリッジローンなどの方式を通じて、企業に持続的な融資

サービスを提供し、貸し剥がし、貸付中止、貸付延滞を確実に避ける 

〇北京中小企業信用再担保有限公司 

・ 協力信用保証機関が銀行と調整し、生産・経営において感染症流行の影響による

被害が大きい企業に対し、貸付継続保証、機関延長保証などのサービスを提供す

るよう推奨する。 

・ 再担保会社は、当該業務の簡易審査の流れについて、もとの責任比率に応じて再

担保を提供する。 

・ 感染対策物資の生産または販売、感染対策にかかわるサービス企業に対して信用

保証支援を提供することを推奨する。 

・ この類の業務を、再担保会社の支援範囲に優先的に組み入れ、再担保会社の代償・

補償を優先的に取得する。 

・ 信用保証機関が感染対策物資の生産または感染対策役務にかかわる企業、感染症

流行の影響による被害が大きい企業の信用保証料を減免するよう推奨する。 

・ 再担保料は相応に減免する。 

 

 

（出所）北京市地方金融監督管理局の発表を基にジェトロ作成 

 


