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広東省 

 

【2月 15 日】 

 「疾病流行への対応及び生態環境サービス支援向上のための企業生産経営再開に関する支援策」（広東

省生態環境庁） 

（概要）スピーディーな企業審査や、関連証明資料の緩和など企業への 9条の支援策 

（原文）http://meeb.sz.gov.cn/xxgk/qt/hbxw/202002/t20200215_19013236.htm 

 

【2月 11 日】 

 「企業を支援し共に困難を乗り越える７条の措置」（広東省市場監督管理局） 

（概要）スピーディーな企業審査や、関連証明資料の緩和など企業への 7条の支援策 

（原文）http://amr.gd.gov.cn/zwdt/xwfbt/content/post_2892292.html 

 

【2月 6日】 

 「新型コロナウイルス感染による肺炎流行に対応する企業の業務・生産再開を支援する若干の措置」

（広東省人民政府） 

（概要）企業の操業・生産再開に向けた 20条の支援策 

（原文）http://www.gd.gov.cn/gdywdt/gdyw/content/post_2886230.html 

（日本語）https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/322eee3e69830e16.html 

 

http://meeb.sz.gov.cn/xxgk/qt/hbxw/202002/t20200215_19013236.htm
http://amr.gd.gov.cn/zwdt/xwfbt/content/post_2892292.html
http://www.gd.gov.cn/gdywdt/gdyw/content/post_2886230.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/322eee3e69830e16.html
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広州市 

 

【3月 2日】 

 「新型コロナウィルス疫病対応し企業操業製造再開の「企業を温かく」措置」（広州市市場監督管理局） 

（概要）市場監督管理分野の行政許可審査、薬品検査検測、政務サービス事項、従業員資格認定サービス、

知的財産権促進等 5方面 20 条項具体的な措置。 

（原文）http://scjgj.gz.gov.cn/zwdt/gzdt/content/post_5682753.html 

 

【3月 1日】 

 「広州市、新型コロナウイルス肺炎の予防・コントロール阻止戦に打ち勝つため年間の経済社会発展

目標任務を努力し実現することに関する若干の措置」（広州市人民政府）。 

（概要）防疫物資、生活物資の供給を保障し、企業への支援を強化し、税金の減免等を実施。 

（原文）http://sw.gz.gov.cn/xxgk/tzgg/zwgg/content/post_5685140.html 

 

【2月 25 日】 

 「2020 年の失業保険・職業安定補助申請業務開始に関する通行」（広州市人力資源と社会保障局） 

（概要）条件を満たした企業に対して、前年度の失業保険料納付金額の 50％の職業安定補助金を支給する。

2020 年 12月 31 日まで広東政府服務網に登録し申請する。 

（原文）http://rsj.gz.gov.cn/zwdt/tzgg/content/post_5677298.html 

 

【2月 21 日】 

 「広州市飲食業の秩序のある操業再開を支援するガイドライン（試行）」（広州市新型コロナウィルス

による肺炎防疫工作指揮部弁公室） 

（概要）広州市内をエリア別に 1 級、2 級、3 級、4 級の四つの等級に分け、等級に応じた管理を行う。1

級は店内での飲食サービス提供の完全な停止、2 級は個室であれば条件付きでサービスの提供が

可能。 

（原文）http://www.gz.gov.cn/xw/tzgg/content/post_5673222.html 

 

【2月 13 日】 

 「越秀区、新型コロナウイルスの感染による肺炎に対する企業支援措置」（大洋網） 

（概要）企業の業務・生産再開を支援するための 10条の措置 

（原文） 

http://news.dayoo.com/guangzhou/202002/13/139995_53118089.htm?from=timeline&isappinstalled=0 

 

【2月 12 日】 

 「天河区、企業を支援する若干の措置に関する通知」（広州市規画和自然資源局天河分局） 

http://scjgj.gz.gov.cn/zwdt/gzdt/content/post_5682753.html
http://sw.gz.gov.cn/xxgk/tzgg/zwgg/content/post_5685140.html
http://rsj.gz.gov.cn/zwdt/tzgg/content/post_5677298.html
http://www.gz.gov.cn/xw/tzgg/content/post_5673222.html
http://news.dayoo.com/guangzhou/202002/13/139995_53118089.htm?from=timeline&isappinstalled=0
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（概要）企業が速やかに業務・生産を再開するための 15条の措置 

（原文）http://www.thnet.gov.cn/thdt/tzgg/qtgg/content/post_5661565.html 

 

【2月 12 日】 

 「海珠区、新型コロナウイルスの感染による肺炎に対する企業支援措置」（海珠区人民政府） 

（概要）企業の業務・生産の再開を支援するための 10条の措置 

（原文）http://www.haizhu.gov.cn/hzdt/tzgg/qttz/content/post_5661412.html 

 

【2月 12 日】 

 「番禺区、新型コロナウイルスの感染による肺炎に対する中小企業向けの支援策」（広州市番禺区人民

政府） 

（概要）中小企業向けに業務・生産の再開を支援するための 2条の措置 

（原文）http://www.panyu.gov.cn/gkmlpt/content/5/5663/post_5663141.html 

 

【2月 11 日】 

 「従化区、新型コロナウイルスの感染による肺炎に対する企業支援措置」（従化区規画資源分局） 

（概要）企業の業務・生産の再開を支援するための 6条の措置 

（原文）http://www.conghua.gov.cn/zwgk/gggs/content/post_5660103.html 

 

【2月 11 日】 

 「白雲区、企業の業務・生産再開を支援する措置」（白雲区投資促進局） 

（概要）企業の業務・生産再開を支援するための 8条の措置 

（原文）http://www.by.gov.cn/zsyz/zsdt/content/post_5659731.html 

 

【2月 10 日】 

 「増城区、企業の業務・生産再開を支援する措置」（広州市規画和自然資源局増城区分局） 

（概要）新型コロナウイルスの感染による肺炎に対する企業を支援するための 8条の措置 

（原文）http://www.zc.gov.cn/zx/tzgg/sghhzrzyjzcqfj/content/post_5657870.html 

 

【2月 10 日】 

 「荔湾区、企業の業務・生産の再開を支援する措置」（広州市規画和自然資源局荔湾区分局） 

（概要）新型コロナウイルスの感染による肺炎に対する企業を支援するための 7条の措置 

（原文）http://www.lw.gov.cn/lwzx/tzgg/content/post_5658245.html 

 

【2月 10 日】 

 「花都区、企業を支援する若干の措置」（花都区融媒体中心） 

http://www.thnet.gov.cn/thdt/tzgg/qtgg/content/post_5661565.html
http://www.haizhu.gov.cn/hzdt/tzgg/qttz/content/post_5661412.html
http://www.panyu.gov.cn/gkmlpt/content/5/5663/post_5663141.html
http://www.conghua.gov.cn/zwgk/gggs/content/post_5660103.html
http://www.by.gov.cn/zsyz/zsdt/content/post_5659731.html
http://www.lw.gov.cn/lwzx/tzgg/content/post_5658245.html
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（概要）中小企業を支援するための 6条の措置 

（原文）https://www.huadu.gov.cn/qyfw/hdzs/zsxx/content/post_5661024.html 

 

【2月 9日】 

 「広州市商貿系企業、ビジネスオフィスに関する業務・生産開始の手引き」（広州市商務局） 

（概要）企業の業務・生産の再開にあたり、必要な手続きについて 

（原文）http://sw.gz.gov.cn/swzx/swyw/content/post_5657181.html 

 

【2月 7日】 

 「広州市新型コロナウイルス感染による肺炎流行に対応する企業の業務・生産再開を支援する通知」

（広州市新型コロナウイルス防疫工作指揮部弁公室） 

（概要）広州市内における企業の業務・生産再開に関する通知 

（原文）http://www.gz.gov.cn/xw/tzgg/content/post_5655587.html 

 

【2月 7日】 

 「広州市疾病に対応する中小企業を支援する若干の措置」（広州市人民政府弁公庁） 

（概要）広州市、新型コロナウイルス感染拡大に対する中小零細企業支援策 15条 

（原文）http://www.gz.gov.cn/gkmlpt/content/5/5657/post_5657069.html 

（日本語）https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/d8295690f603c1d1.html 

 

【2月 7日】 

 「南沙区、新型コロナウイルスの感染による肺炎に対する企業支援措置」（南沙区発展改革局） 

（概要）新型コロナウイルスの感染による肺炎に対する企業を支援するための 10条の措置 

（原文）http://www.gzns.gov.cn/tzns/tzdt/nsdt/content/post_5656371.html 

 

【2月 6日】 

 「疾病予防期間中における企業支援に関する措置」（広州市人力資源社会保障局） 

（概要）疾病予防期間中における就労、社会保障の手続きに関する支援措置 

（原文）http://rsj.gz.gov.cn/zwdt/tzgg/content/post_5654642.html 

 

【2月 4日】 

 「黄埔区、開発区、高新区、企業の業務・生産再開を支援する措置」（広州市黄埔区人民政府） 

（概要）企業の業務・生産再開を支援するための 8条の措置 

（原文）http://www.hp.gov.cn/xwzx/zwyw/content/post_5654228.html 

 

https://www.huadu.gov.cn/qyfw/hdzs/zsxx/content/post_5661024.html
http://sw.gz.gov.cn/swzx/swyw/content/post_5657181.html
http://www.gz.gov.cn/xw/tzgg/content/post_5655587.html
http://www.gz.gov.cn/gkmlpt/content/5/5657/post_5657069.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/d8295690f603c1d1.html
http://www.gzns.gov.cn/tzns/tzdt/nsdt/content/post_5656371.html
http://rsj.gz.gov.cn/zwdt/tzgg/content/post_5654642.html
http://www.hp.gov.cn/xwzx/zwyw/content/post_5654228.html
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深セン市 

 

【2月 29 日】 

 「新型コロナウイルス疫病予防抑制及び経済社会発展工作を統一推進する若干措置」（深セン市人民政

府） 

（概要）外資を安定させ、バイオ・医薬、医療機器、漢方薬分野において、リーダー企業や産業基地を作

るなどの方針を打ち出した。 

（原文） 

http://www.sz.gov.cn/szzt2010/yqfk2020/szzxd/zczy/zcwj/fkzc/content/post_6748335.html 

 

【2月 25 日】 

 「新型コロナウイルス感染による肺炎流行に対応する防止抑制期間企業従業員トレーニング補助政策

解釈について」（深セン市人力資源と社会保障局） 

（概要）「深セン市人民政府は深セン市が新型コロナウイルス感染による肺炎流行に対応する企業を支持し

困難克服するための若干措置の通達」（深府規〔2020〕1号）を着実実施、企業従業員技能トレー

ニング補助を上げ、企業中核競争力を向上。一人当たり毎年補助は 1500元超えないとする 

（原文） 

http://www.sz.gov.cn/rsj/zcfggfxwj/zcjd/202002/t20200225_19026729_14940.htm 

 

【2 月 17 日】 

 「深セン市宝安区の新型コロナウイルス感染による肺炎流行に対応する企業生産経営再開及び重要プ

ロジェクト建設を支援する若干の措置」（宝安区人民政府）。 

（概要）宝安区企業に向けた 10 条の支援策 

（原文）http://www.baoan.gov.cn/xxgk/fgk/qzfwj/202002/t20200218_19017237.htm 

 

【2月 9日】 

 「新型コロナウイルス感染による肺炎流行に対応する企業の経営発展を支援する若干の措置」（坪山区

人民政府） 

（概要）坪山区企業に向けた 10条の支援策 

（原文） 

http://www.szpsq.gov.cn/gbmxxgk/gyhxxhj/zcfg/gfxwjx/202002/t20200210_19006673.htm 

 

 

【2月 8日】 

 「南山区人民政府の企業と手を携え心を合わせて協力し、困難を乗り越えて疾病流行との戦いに勝利

するための特別支援策」（南山区人民政府） 

http://www.sz.gov.cn/szzt2010/yqfk2020/szzxd/zczy/zcwj/fkzc/content/post_6748335.html
http://www.sz.gov.cn/rsj/zcfggfxwj/zcjd/202002/t20200225_19026729_14940.htm
http://www.baoan.gov.cn/xxgk/fgk/qzfwj/202002/t20200218_19017237.htm
http://www.szpsq.gov.cn/gbmxxgk/gyhxxhj/zcfg/gfxwjx/202002/t20200210_19006673.htm
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（概要）南山区企業に向けた 12条の支援策 

（原文） 

http://www.szns.gov.cn/ydmh/xxgk_112440/tzgg_112441/202002/t20200209_19005700.htm 

 

【2月 7日】 

 「深セン市新型コロナウイルス感染による肺炎流行に対応する企業経営を支援する若干の措置」（深セ

ン市人民政府） 

（概要）企業に向けた 16 条の支援策 

（原文） 

http://www.sz.gov.cn/szzt2010/yqfk2020/szzxd/zczy/zcwj/bfzc/content/post_6725135.html 

（解説） 

http://www.sz.gov.cn/szzt2010/yqfk2020/szzxd/zczy/zcwj/bfzc/content/post_6725668.html 

(日本語)https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/85332f3a1e843e80.html 

 

【2月 7日】 

 「深セン税関の疾病流行予防に対応する企業の生産営業再開に関する支援策」（深セン税関） 

（概要）企業に向けた 20 条の支援策 

（原文） 

http://shenzhen.customs.gov.cn/shenzhen_customs/511686/511688/511690/2858683/index.html 

 

【2月 3日】 

 「深セン市福田区疾病流行予防に対応する企業支援策」（福田区人民政府） 

（概要）福田区企業に向けた 11条の支援策 

（原文）http://www.szft.gov.cn/ftxx/xwdt/ftdt/202002/t20200204_18997927.htm 

 

http://www.szns.gov.cn/ydmh/xxgk_112440/tzgg_112441/202002/t20200209_19005700.htm
http://www.sz.gov.cn/szzt2010/yqfk2020/szzxd/zczy/zcwj/bfzc/content/post_6725135.html
http://www.sz.gov.cn/szzt2010/yqfk2020/szzxd/zczy/zcwj/bfzc/content/post_6725668.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/85332f3a1e843e80.html
http://shenzhen.customs.gov.cn/shenzhen_customs/511686/511688/511690/2858683/index.html
http://www.szft.gov.cn/ftxx/xwdt/ftdt/202002/t20200204_18997927.htm
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東莞市 

 

【3月 3日】 

 「東莞市に戻る人員に防疫活動への協力事項に関する調達（第 16号）」（東莞市人民政府） 

（概要）東莞市新型コロナウイルス感染による肺炎流行予防・コントロール指揮部により、東莞市に戻る

人に対し、健康状況の申告などの義務を明確した。 

（原文）http://www.dg.gov.cn/jjdz/dzyw/content/post_3005176.html 

 

【3月 2日】 

 「東莞市の業務・生産再開企業に向けた新型コロナウイルス感染による肺炎の緊急対応策」（東莞市人

民政府）。 

（概要）社員に熱や咳の症状がある場合、企業がどのように対応すべきかについての説明 

（原文）http://www.dg.gov.cn/jjdz/dzyw/content/post_3003390.html 

 

【3月 2日】 

 「東莞市企業業務・生産再開ガイドブック（全 10冊）」（東莞市人民政府）。 

（概要）東莞市の製造業企業、建築現場、物流企業、飲食業など 10種類の企業に向けた業務・生産再開ガ

イドブック 

（原文）http://www.dg.gov.cn/jjdz/dzyw/content/post_3003392.html 

 

【2月 21 日】 

 「新型コロナウイルス流行予防・コントロール期間の従業員の早期職場復帰と企業の操業再開と生産

回復のさらなる推進に関する若干の措置」（東莞市政府） 

（概要） 東莞市企業の操業再開と生産回復に向けた 10条の措置。従業員を東莞市へ移動させるために車

両をチャーターした場合の費用補助や、東莞で初めて就業する従業員を雇用した企業に 1,000 元

の補助金を支給するなどの内容 

（原文）http://www.dg.gov.cn/jjdz/dzyw/content/post_2830747.html 

 

【2月 21 日】 

 「東莞市新型コロナウイルス感染による肺炎流行期間中企業の操業再開に関するガイドブック（第一

版）」（東莞市政府） 

（概要）東莞市企業に向けた操業再開に関する具体的な操作手順 

（原文）http://www.dg.gov.cn/jjdz/dzyw/content/post_2830761.html 

 

 

【2 月 21 日】 

http://www.dg.gov.cn/jjdz/dzyw/content/post_3005176.html
http://www.dg.gov.cn/jjdz/dzyw/content/post_3003390.html
http://www.dg.gov.cn/jjdz/dzyw/content/post_3003392.html
http://www.dg.gov.cn/jjdz/dzyw/content/post_2830747.html
http://www.dg.gov.cn/jjdz/dzyw/content/post_2830761.html
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 「東莞市企業の操業再開に関する 10つの問題について」（東莞市人民政府） 

（概要）企業の操業再開に関する 10 つの問題について政府からの説明（補助金の申請方法、社員の通勤問

題など） 

（原文）http://pc.nfapp.southcn.com/15911/3153057.html 

 

【2月 20 日】 

 「就職の安定化保障のための社会保険料返還に関する通知」（東莞市人力資源·社会保障局）  

（概要）東莞市政府は条件を満たした企業に対し、納付した失業保険料の 50％を返還する。  

（原文）http://www.dg.gov.cn/jjdz/dzyw/content/post_2830130.html 

 

【2月 19 日】 

 「東莞市企業の操業再開を支援する措置」（東莞市市場監督管理局） 

（概要）東莞市市場監督管理局が発表した 11 条の操業再開支援策 

（原文）http://www.dg.gov.cn/jjdz/dzyw/content/post_2827658.html 

 

【2月 18 日】 

 「新型コロナウイルス感染予防・コントロールに対応する政府機関、企業及び工場に向けた操業再開

ガイドライン」（東莞市企石鎮人民政府） 

（概要）東莞市企石鎮に向けた 6条の操業再開ガイドライン 

（原文）http://www.dg.gov.cn/dgqsz/gkmlpt/content/2/2827/post_2827061.html 

 

【2月 7日】 

 「東莞市疾病流行予防・コントロール期間の企業を支援する若干の措置」（東莞市人民政府） 

（概要）東莞市の企業に向けた 15 条の支援策 

（原文）http://www.dg.gov.cn/gkmlpt/content/2/2796/post_2796250.html 

（日本語）https://www.jetro.go.jp/ext_images/biznews/specialissue/11.pdf 

 

http://pc.nfapp.southcn.com/15911/3153057.html
http://www.dg.gov.cn/jjdz/dzyw/content/post_2830130.html
http://www.dg.gov.cn/jjdz/dzyw/content/post_2827658.html
http://www.dg.gov.cn/dgqsz/gkmlpt/content/2/2827/post_2827061.html
http://www.dg.gov.cn/gkmlpt/content/2/2796/post_2796250.html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/biznews/specialissue/11.pdf
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佛山市 

 

【3 月 1日】 

 「襌城区、新型コロナウィルスによる肺炎に対応する企業を支援するため 6 条の措置」

（佛山市襌城区人民政府） 

（概要）飲食・観光関連企業、企業の防疫・雇用などに向け補助金を提供し、防疫物質の

生産拡大などに関する支援策。 

（原文） 

http://www.chancheng.gov.cn/fsccjkj/gkmlpt/content/3/3877/post_3877626.html 

 

【2 月 27日】 

 「新型コロナウィルスによる肺炎に対応する企業の操業再開を支援するための 15条の

サービス措置」（佛山市交通警察） 

（概要）企業に対して生産・生活用品と防疫緊急用品を輸送する車両、及び帰休した従業

員に交通事故が発生した場合、飲酒・薬物運転、運転免許偽造、廃車の使用など

の重大な違法行為に関わる場合を除き、原則として車両の一時差し止めを行わな

い。企業の車両が路上で緊急事態に遭遇した場合、 24 時間ホットライン

（0577-852962891）に電話することで、警察の迅速な処置を求めることが可能。 

（原文）http://www.foshan.gov.cn/zwgk/zwdt/jryw/content/post_3683527.html 

 

【2 月 24日】 

 「新型コロナウィルスによる肺炎に対応する企業の発展を支援するため 10 条の措置」

（佛山市生態環境局） 

（概要）応急処置の保障、コンサルティングの対応、企業の環境に関する問題の解決など

についての措置 

（原文）http://sthj.foshan.gov.cn/attachment/0/72/72796/3682870.pdf 

 

【2 月 23日】 

 「新型コロナウィルスによる肺炎に対応する企業の操業再開を支援するため 15条の措

置」（国家税務総局佛山市褝城区税務局） 

（概要）企業所得税、個人所得税、社会保険料などの減免に関する支援策 

（原文） 

http://www.chancheng.gov.cn/fsccshiwan/gkmlpt/content/3/3679/post_3679278.ht

ml 

 

 

http://www.chancheng.gov.cn/fsccjkj/gkmlpt/content/3/3877/post_3877626.html
http://www.foshan.gov.cn/zwgk/zwdt/jryw/content/post_3683527.html
http://sthj.foshan.gov.cn/attachment/0/72/72796/3682870.pdf
http://www.chancheng.gov.cn/fsccshiwan/gkmlpt/content/3/3679/post_3679278.html
http://www.chancheng.gov.cn/fsccshiwan/gkmlpt/content/3/3679/post_3679278.html
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【2 月 22日】 

 「防疫期間の企業支援策の実施細則に関する案内」（佛山市人力資源社会保障局） 

（概要）失業保険の返還、企業への補助金、操業再開遅補助の三大政策を解読し、具体的

な業務方針を示した。 

（原文）http://pc.nfapp.southcn.com/40/3162958.html 

 

【2 月 21日】 

 「新型コロナウィルスによる肺炎に対応する企業を支援するため全市の交通運輸シス

テムに関する 10 条の措置」（佛山市交通運輸局） 

（概要）企業従業員の移動、公共交通サービス、物流などに関する支援策 

（原文）http://www.foshan.gov.cn/zwgk/zwdt/jryw/content/post_3677961.html 

 

【2 月 20 日】 

 「新型コロナウイルス感染に対応する企業のマスク不足問題を解決するための通知」 

（佛山市政府）  

（概要）企業は操業再開にあたってマスクの確保が難しい場合、3 日前に管轄地の政府に

申請すれば解決に向け協力をする。 

 （原文）http://www.foshan.gov.cn/zwgk/zwdt/jryw/content/post_3648437.html 

 

【2 月 18 日】 

 「新型コロナウイルス感染に対応する企業の操業再開を支援するための指導意見」 

(佛山市人民政府)  

（概要）企業の操業再開を支援するための 10 条の指導意見 

（原文）http://www.foshan.gov.cn/zwgk/zwdt/jryw/content/post_3647181.html 

 

【2 月 18日】 

 「新型コロナウィルスによる肺炎に対応する企業の操業再開を支援するための 15条の

措置」（佛山市高明区人民政府） 

（概要）防疫用品の生産企業、外資企業、サービス業、労働力活用などに対する家賃の減

免などの支援策 

（原文）http://www.gaoming.gov.cn/zwgk/fggw/qtzfwj/content/post_3647077.html 

 

【2 月 10日】 

 「三水区、新型コロナウイルス感染に対応する企業を支援するため 25条の措置」 

（佛山市三水区人民政府弁公室） 

（概要）税金納付の減免、企業雇用、運営補助、金融サービスなどに向け企業を支援する

http://pc.nfapp.southcn.com/40/3162958.html
http://www.foshan.gov.cn/zwgk/zwdt/jryw/content/post_3677961.html
http://www.foshan.gov.cn/zwgk/zwdt/jryw/content/post_3648437.html
http://www.foshan.gov.cn/zwgk/zwdt/jryw/content/post_3647181.html
http://www.gaoming.gov.cn/zwgk/fggw/qtzfwj/content/post_3647077.html
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ため 25 条の措置 

http://www.ss.gov.cn/attachment/0/71/71696/3628640.pdf 

 

【2 月 10日】 

 「佛山市公共交通機関の通常運行の回復に関する通知」（佛山市新型コロナウイルス防

疫工作指揮部弁公室） 

（概要）2 月 11 日から全市の公共交通（都市軌道交通、バスを含む）は次第に日常の運行

を再開する。 

（原文）http://www.foshan.gov.cn/zwgk/zwdt/jryw/content/post_3628500.html 

 

【2 月 5日】 

 「新型コロナウイルス感染に対応する企業の業務再開を支援する 10条の政策意見」（佛

山市人民政府） 

（概要）企業の操業・生産再開に向けた 10条の支援策 

（原文）http://www.foshan.gov.cn/gkmlpt/content/3/3626/post_3626476.html 

http://www.ss.gov.cn/attachment/0/71/71696/3628640.pdf
http://www.foshan.gov.cn/zwgk/zwdt/jryw/content/post_3628500.html
http://www.foshan.gov.cn/gkmlpt/content/3/3626/post_3626476.html
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中山市 

 

【2 月 27日】 

 「中山市生態環境局による企業の業務・生産再開を支援する方案」（中山市生態環境局） 

（概要）企業の業務・生産再開を支援するため、環境保護行政許可審査の簡素化など生態

環境保護の面における 6 つの支援政策を打ち出した 

（原文）http://zsepb.zs.gov.cn/xxml/xwzx/sjdt/content/post_1693813.html 

 

【2 月 18日】 

 「中山市の疫病に対応する企業を支援する若干の措置解読」（中山市人力資源·社会保

障局）  

（概要）2月 9 日に中山市が発表した企業向け 20 条の支援策に関する説明  

（原文）http://www.gdzs.lss.gov.cn/tzgg/gggs/content/15072/47153.html 

 

【2 月 17日】 

 「中山市企業の操業再開を支援する新たな措置」（中山市新型コロナウイルス感染によ

る肺炎の予防作業指揮部）  

（概要）中山市企業に向けた新たな措置 

（原文）http://www.zsnews.cn/zhuanti/index/view/cateid/590/id/635417.html 

 

【2 月 9日】 

 「中山市疫病に対応する企業を支援する若干の措置」（中山市人民政府） 

（概要）中山市の企業に向けた 20条の支援策 

（原文）http://www.zs.gov.cn/zwgk/fggw/szfwj/content/post_1688504.html 

 

【2 月 7日】 

 「中山市新型コロナウイルス感染防止・コントロールに関する 10 つの措置」（中山市

新型コロナウイルス感染による肺炎の予防作業指揮部） 

（概要）中山市における工場、居住区などの移動制限について 

（原文）http://www.zs.gov.cn/zwgk/fggw/szfwj/content/post_1687800.html 

 

http://zsepb.zs.gov.cn/xxml/xwzx/sjdt/content/post_1693813.html
http://www.gdzs.lss.gov.cn/tzgg/gggs/content/15072/47153.html
http://www.zsnews.cn/zhuanti/index/view/cateid/590/id/635417.html
http://www.zs.gov.cn/zwgk/fggw/szfwj/content/post_1688504.html
http://www.zs.gov.cn/zwgk/fggw/szfwj/content/post_1687800.html
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珠海市 

 

【3 月 4日】 

 「疫病による経済への影響を減少させるための実施意見」（珠海市政府） 

（概要）経済回復のため、3 月上旬までに規模以上工業企業の操業再開率を 100%に達する

などの意見を打ち出した。 

(原文）http://www.zhuhai.gov.cn/xw/xwzx/zhyw/content/post_2486472.html 

 

【2 月 25日】 

 「珠海市新型コロナウイルス感染による肺炎流行に対応する企業の業務・生産再開を 

支援する若干の措置解読」（珠海市発展改革局） 

（概要）支援策の各項目についての説明及び各担当窓口の連絡先を発表 

（原文）http://www.zhuhai.gov.cn/zw/fggw/zcjd/content/post_2478376.html 

 

【2 月 18日】 

 「珠海市新型コロナウイルス感染による肺炎流行に対応する企業を支援するための生

態環境保護の面における若干の措置」（珠海市生態環境局） 

（概要）疫病流行期間中の汚水排出の制限の緩和などの支援策 

（原文）http://ssthjj.zhuhai.gov.cn/xxgkml/gzwj/qtygwj/content/post_2473945.html 

 

【2 月 17日】 

 「珠海市香洲区の企業操業再開手続きの簡素化に関する調達」（珠海市香洲区政府） 

（概要）珠海市香洲区の企業に向けた新たな措置。操業再開について政府の承認を必要と

しない。 

（原文）http://www.zhxz.gov.cn/xxgk/tzgg/content/post_2472711.html 

 

【2 月 17日】 

 「珠海市新型コロナウイルス感染による肺炎流行に対応する企業の業務・生産再開を

支援する若干の措置」（珠海市人民政府） 

（概要）企業の操業・生産再開に向けた 10条の支援策 

（原文）http://www.zhuhai.gov.cn/xw/gsgg/content/post_2472614.html 

 

【2 月 13日】 

 「新型コロナウイルス感染による肺炎流行に対応する企業を支援する 20条の措置」 

（国家税務総局珠海市税務局） 

（概要）珠海市の企業に向けた 20条の税務関連支援策 

http://www.zhuhai.gov.cn/xw/xwzx/zhyw/content/post_2486472.html
http://www.zhuhai.gov.cn/zw/fggw/zcjd/content/post_2478376.html
http://ssthjj.zhuhai.gov.cn/xxgkml/gzwj/qtygwj/content/post_2473945.html
http://www.zhuhai.gov.cn/xw/gsgg/content/post_2472614.html
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（原文）http://www.zhuhai.gov.cn/xw/xwzx/bmkx/content/post_2471140.html 

 

【2 月 5日】 

 「珠海市新型コロナウイルス感染による肺炎流行に対応する中小企業を支援する若干

の措置」（珠海市人民政府） 

（概要）珠海市の企業に向けた 10条の支援策 

（原文）http://www.zhuhai.gov.cn/xw/gsgg/content/post_2466953.html 

 

http://www.zhuhai.gov.cn/xw/xwzx/bmkx/content/post_2471140.html
http://www.zhuhai.gov.cn/xw/gsgg/content/post_2466953.html


 15 / 16 

Copyright © 2020 JETRO. All rights reserved 

 

恵州市 

 

【2 月 28日】 

 「恵城区、新型コロナウィルスによる肺炎に対応する企業の雇用保障を強化するため

臨時補助措置」（恵州市恵城区人力資源社会保障局） 

（概要）恵城区内の民間企業に向け、チャーター機・チャーターバスの補助金を提供する。 

（原文）http://www.hcq.gov.cn/zwgk/tzgg/content/post_3641552.html 

 

【2 月 19日】 

 「新型コロナウィルスによる肺炎に対応する企業を支援するため 10条の措置」 

（恵州市政府） 

（概要）企業の操業再開、防疫用品の生産、社会保険料・家賃の減免などについての措置 

（原文）http://www.huizhou.gov.cn/zwgk/hzsz/zwyw/content/post_3505742.html 

 

【2 月 14日】 

 「新型コロナウイルス感染による肺炎流行に対応する企業の操業再開を支援するため

の措置」（恵州市人力資源及び社会保障局） 

（概要）企業の操業再開を支援するための 6 条の措置 

（原文）http://rsj.huizhou.gov.cn/gkmlpt/content/3/3454/post_3454734.html 

 

【2 月 12日】 

 「新型コロナウィルスによる肺炎に対応する金融機関の操業再開を支援するための若

干の措置」（恵州市金融工作局） 

（概要）市の防疫制度の実施、オフィスビル・人員の管理などに関する措置 

（原文）http://jinrong.huizhou.gov.cn/gkmlpt/content/3/3449/post_3449605.html 

 

http://www.hcq.gov.cn/zwgk/tzgg/content/post_3641552.html
http://www.huizhou.gov.cn/zwgk/hzsz/zwyw/content/post_3505742.html
http://rsj.huizhou.gov.cn/gkmlpt/content/3/3454/post_3454734.html
http://jinrong.huizhou.gov.cn/gkmlpt/content/3/3449/post_3449605.html
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肇慶市 

 

【2 月 20日】 

 「疾病流行の予防・コントロール、企業の操業再開及び人民生活を支援する 10条の金

融政策」（肇慶市金融工作局） 

（概要）政策によりリスト内の企業に対し、貸付金利の 50％を補助するなどの内容 

（原文）http://www.zhaoqing.gov.cn/xwzx/zqyw/content/post_1991274.html 

 

【2 月 11日】 

 『肇慶市疾病流行予防・コントロール期間の企業を支援する若干の措置』（肇慶市人民

政府） 

（概要）肇慶市の企業に向けた 16条の支援策 

（原文）http://www.zhaoqing.gov.cn/xxgk/zcfg/szfwj/content/post_1985047.html 

 

 

http://www.zhaoqing.gov.cn/xwzx/zqyw/content/post_1991274.html
http://www.zhaoqing.gov.cn/xxgk/zcfg/szfwj/content/post_1985047.html

