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～上海市の都市封鎖～ 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、上海市では都市封鎖（ロックダウン）が続いています。都市封

鎖の発表当初（３月 27日夜）は、上海市全域を東エリアと西エリアに分けて（東エリアは３月 28日～４

月１日、西エリアは４月１日～５日）段階的に実施する予定でしたが、新規感染者は増加の一途を辿り、

４月 19日時点で全面封鎖解除には至っていません。上海市政府は、新型コロナウイルスのリスク管理の

ため上海市の各マンション及び小区（団地）を以下の３つの分類に分けています。 

封控区 

直近７日以内に陽性感染者の報告があった地区 

７日間封鎖管理＋７日間在宅健康観察を実施。封鎖管理中は自宅ドアから外に出ることは

厳禁。13 日目に PCR 検査を実施し、全て陰性だった場合「防範区」に移行。 

管控区 

直近７日以内に陽性感染者の報告が無かった地区 

７日間在宅健康観察を行い、小区からの外出や人が集まることは厳禁。６日目に PCR 検査

を実施し、全て陰性だった場合「防範区」に移行。 

防範区 

14 日以内に陽性感染者の報告が無かった地区 

居住する街道（※）内の移動が可能。人の集まりや不必要な外出を避けなければならな

い。 

（※）行政区画の一つ。上海市では区の下の行政レベル。 

 

香川県上海ビジネスサポーターは上海市の西エリアに属しています。都市封鎖発表翌日から、生活必需

品の買いだめで上海市西エリアのスーパーは開店から閉店まで大行列になりました。 

  

スーパーの様子 （香川県上海ビジネスサポーター撮影） 

中国ビジネスニュース 
編集：香川県上海ビジネスサポーター 池田 博明 

今月の注目トピックス 
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西エリアは東エリアよりも準備期間はありましたが、商品の欠品が多く、十分に準備ができない状態で

都市封鎖を迎えることとなりました。 

  

PCR検査の様子 （香川県上海ビジネスサポーター撮影） 

都市封鎖が開始し、外にいるのは防護服に身を包んだ医療関係者や居住地区のボランティアの方々の

みです。唯一外へ出ることが許されるのは PCR 検査の時です。（４月 11 日以降、管控区は団地内の外出

が可能。防範区は街道内の移動が可能。） 

外出が制限される中、人々を悩ませているのは食料の確保です。営業停止のネットスーパーが多く、わ

ずかに営業している店もありますが、配達員が不足し、届く目処が立たないのが現状です。そのため、上

海市では食料配給を実施しています。 

  

左：１回目の食料配給 右：２回目の食料配給 （香川県上海ビジネスサポーター撮影） 

配給される食料は居住エリアで異なり、外国人にも支給されています。一部のサービスアパートメント

等では支給されないケースも散見されます。 

今回の都市封鎖は工場から物流まで、あらゆる社会インフラが停止しているため、その影響は甚大で

す。上海市内にあるコンビニや日用品店など小売業の店舗は現在、多くが休業に追い込まれ、工場も操業

を停止しています（４月中旬時点）。加えて今回の都市封鎖は３月末から実施していることから、決算に

影響が出ているという声もあります。 
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引き続き行政部門からの発表があると思われますが、事業所やお住まいの場所で解釈・対応が異なりま

すので、情報収集を続けることをおすすめします。何らかの対応策が発表された際には、鵜呑みにせず専

門家に確認された後に対応策を検討するのも良いでしょう。今後各企業様も徐々に業務再開されていく

と思われますが、従業員の健康管理にご配慮頂きつつ、早く事業再開となることをご祈念申し上げます。 

 

 

 

【新政策動向】 

◼ リサイクル繊維の生産、2025年に 200万トンへ 

４月 11日、中国国家発展改革委員会（発改委）、商務省、工業情報省（工情省）は、繊維廃棄物

のリサイクルを促進する方針を示した。2025年までに廃棄物を使ったリサイクル繊維の生産量を

200万トンにすることを目指す。 

◼ 製造業の投資促進、新たな政策検討 

４月 15日、中国国家発展改革委員会（発改委）は会見で、製造業の投資促進に向けて、新たな

政策を検討するとの方針を示した。世界情勢が複雑化し、国内で新型コロナウイルスの感染が拡

大する中、製造業の投資を拡大して経済の安定成長を下支えすると説明した。 

 

【経済・産業】 

◼ 燃油サーチャージ、原油高で４月５日から２倍に 

第一財経日報（電子版）によると、中国東方航空と海南航空は４月５日から、国内線旅客を対象

にした燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）を引き上げた。燃油価格の上昇を反映し、徴収額

は従来に比べ２倍以上になる。 

◼ コロナ拡大で４月の車販売に影響 

４月 11日、乗用車業界団体、全国乗用車市場信息聯席会（CPCA）は、全国各地に新型コロナウ

イルスの感染が広がったことで、４月の自動車の生産、販売に大きな打撃を与えるとの見方を示

した。４月の小売り販売は、３月に比べ大幅に減少するとみている。 

◼ 銀行拠点が減少、５大銀は昨年 566か所削減 

中国の銀行の拠点数が昨年大幅に減少した。中でも国有銀行５行の 2021年末時点の拠点数は前

年末から 566か所減少となった。オンライン事業の拡大で、営業拠点を多数抱える必要性が減退

した形となった。 

◼ 陸運の運賃５倍も、製品を出荷できず 

新型コロナウイルスの流行に伴う交通制限で、中国の陸運運賃が急上昇している。道路の封鎖な

どで輸送コストがかさむ中、運賃が従来の約５倍となるケースも出ている。一部メーカーは輸送

手段を確保できず、生産品を出荷することができていない。 

 

 

 

政策・経済トピックス 
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◼ ICメーカー、62社が生産再開 上海市 

４月 19日、ニュースサイトの科創板日報によると、上海市で生産活動の再開が許可された主要

工業企業 666社のうち、62 社が集積回路（IC）メーカーだった。上海市の IC産業規模は全国の

４分の１を占める。市内はロックダウン（都市封鎖）が続くが、経済活動の再開に向けて動き出

している。 

 

【日系・外資企業動向】 

◼ 大日本住友製薬、上海市に管理統括子会社 

３月 30日、大日本住友製薬（大阪市）は 30日、上海市に全額出資子会社を設立すると発表した。

中国現地法人の管理統括などを行う。 子会社の名称は住友製薬投資（中国）で、資本金は 3,000

万米ドル（約 36億 7,000万円）。５月に設立予定。 

◼ 三菱電機、中国販社が FA のアプリ開発施設 

３月 31日、三菱電機は、中国のファクトリーオートメーション（FA）製品の販売会社が４月１日

から FA製品のアプリケーション開発業務を開始すると発表した。販売会社の拠点内にアプリケー

ション開発を手掛ける専門施設を設けた。 

◼ 第一三共、北京製造孫会社を重慶企業に譲渡 

３月 31 日、製薬大手の第一三共は、連結子会社の第一三共（中国）投資（上海市）が 100％出資

する第一三共製薬（北京）（北京市、DSBJ）の出資持ち分全てを同業の重慶薬友製薬（重慶市）に

譲渡すると発表した。譲渡額は非公表。 

◼ 長瀬産業、EV電池の残存価値評価実証 

３月 31日、化学系商社の長瀬産業は、電気自動車（EV）に搭載される車載電池の残存価値を評価

するサービスの中国での事業化に向けて、実証を始めたと発表した。2022 年度内をめどに中国市

場でのサービス開始を目指す。 

◼ ホンダの３月販売は３割減、部品不足響く 

４月６日、ホンダの中国法人、本田技研工業（中国）投資は、中国での 2022年３月の新車販売台

数（小売りベース）が前年同月比 33.2％減の 10万 1,061台だったと発表した。新型コロナウイル

スの感染拡大と部品不足による影響を受け、２カ月ぶりに前年同月を下回った。 

◼ 日機装、杭州に LNG船向け製品の工場 

産業用特殊ポンプや医療機器、航空機部品を製造する日機装（東京都渋谷区）は、浙江省杭州市に

液化天然ガス（LNG）燃料船向け関連製品の組み立て工場を新設する。中国に同分野の工場を設け

るのは初めて。アジアで高まる造船需要に対応するため生産体制を強化する。 

 

【人民元情報】 

人民元市場レート（2022年４月 19日時点） 

外貨名 100日本円 

中間値 4.9877人民元 
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【中国ビジネスワンポイントアドバイス】 

上海市のコロナウイルス状況下における企業発展促進の若干の政策措置 

税務関連措置 

１.増値税未控除仕入税金（中国語：留抵税）の還付 

①小型薄利企業および個人業主に対し、過去保有の増値税未控除仕入税金について 2022年６月末まで

に一度に還付する。2022年４月１日以降発生の新規増加の増値税未控除税金については、４月１日以

降、毎月全額を還付する。 

②製造業、科学研究および技術サービス業、電気・熱・ガスおよび水資源の供給業、ソフトウェア及び

情報技術サービス業、生態系保護および環境保護業、交通運輸・倉庫および郵政業等の企業について

は、過去保有の増値税未控除税金について 2022年 12月末までに一度に還付する。2022年４月１日以降

発生の新規増加の増値税未控除仕入税金については、４月１日以降、毎月全額を還付する。 

 

小型薄利企業の基準 

・工業企業：年度課税所得額が 30万元以下、従業員数は 100人以下、資産総額が 3,000 万元以下 

・その他企業：年度課税所得額が 30万元以下、従業員数は 80人以下、資産総額が 1,000 万元以下 

 

２.中小企業、中小薄利企業および個人事業主への優遇政策 

①増値税小規模納税人に対し、段階的に増値税を免除する。 

②小型薄利企業の課税所得額が 100万元以上 300万元以下の部分に対し、企業所得税を半額納付(５％)

とする。 

③科学技術中小企業の研究開発費用の追加控除比率は 100％まで拡大する。 

④資源税、都市維持建設税、不動産税、都市土地使用税、印紙税（証券交易印紙税）、耕地占有税と教

育費付加、地方教育付加等「６つの税金と２つの費用」の減免政策は小型薄利企業と個人業主にまで対

象範囲を拡大し、国家規定が定める減免幅内にて実行する。 

⑤2021年第４四半期実施の製造業中小薄利企業の一部税金の納付猶予政策について、再度６か月（2022

年８月度分まで）延長とし、サービス業の増値税追加控除政策も延長する。 

 

３.税務申告期限の延長 

①２月度税金申告期限が３月 31 日までに延長。コロナ対策が原因で３月末までの申告が困難な場合、

税務機関に申請のうえ、申告期限の延長が可能。 

②コロナ対策が原因で税金納付が困難な場合、納税延期の条件に合致する場合は、納税延期が可能。最

長３か月間。 

③コロナ対策が原因で期限までに申告できなかった納税者については、税務行政処罰は免除する。 

④３月度申告期限が４月 29日までに延長。コロナ対策が原因で４月末までの申告が困難な場合、税務

機関に申請のうえ、申告期限の延長が可能。 

 

４.小型薄利企業と個人事業主のオフィス家賃の減免について 
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①国有の不動産を借りて、経営活動を行っている小型薄利企業と個人事業主については、2022年におけ

る３か月のオフィス家賃を免除する。2022年にてコロナ中・高危険地域に指定された街道、鎮（※）な

どの行政区域あるいはコロナ対策措置により経営活動に影響がある地域については、さらに３か月のオ

フィス家賃を免除する。間接的な賃貸（又借り）の場合は、転貸者は当該優遇策を享受できない。 

（※）街道と同レベルの行政区画の一つ。農村部に置かれることが多い。 

 

５.段階的に失業保険率の引き下げ 

失業保険の保険率１％（企業 0.5％＋個人 0.5％）政策を延長する。 

 

６.研修手当、創業補助、工会の還付 

コロナの影響を受けた各企業、社会組織が自社従業員向けの自社営業項目と関わりのある各種オンライ

ンの職業研修について、規定に則りオンライン研修手当を支給する。 

 

ビジネス相談 

香川県上海ビジネスサポーターでは、会計・税務、人事労務、経営、法律などのご相談に無料でお答え

しています。お困りの際は、香川県上海ビジネスサポーターまでお気軽にご相談ください。 

 

【相談事例のご紹介】 

➢ 質問 

【上海市封鎖に伴う日本への輸送方法に関するご相談】 

上海市内の封鎖に伴い、今後上海港から日本向けの輸出に遅れが想定されます。何か他の方法にて

日本までの輸出方法の知りえる情報をお願い出来ないでしょうか。 

 

➢ 回答 

BCPプランを（事業継続計画）作成している物流会社では、上海市内の陸送及び上海港を回避する

輸送を実施しています。華東地区各地の荷出し地から鉄道で代替となる近隣各港に輸送することで

日本への輸出に対応しています。 

 

香川県上海ビジネスサポーターの利用できるサポート内容ご案内 

 

＜現地視察の支援＞ 

① 現地視察に対する企画提案・アポイント手配 ②現地視察に対するアテンド・通訳  

＜ビジネス展開の支援＞ 

③県内企業及びその現地法人等からの依頼によるビジネス相談 ④マッチング候補企業情報の提供

等（基礎調査） ⑤中国企業とのビジネスマッチング・商談機会の創出 ⑥他県共同中国セミナー開催   

⑦マッチング候補企業情報の提供等（商談に係るアポイント手配）（有料） ⑧マッチング候補企業情

報の提供等（商談に係るアテンド）（有料）  
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＜対象外の業務＞ ビジネスを伴わない観光目的での視察、適法性が疑われるもの。公序良俗に反す

ると思われるような業務等。  

＜利用対象地域＞上海市、江蘇省、安徽省、浙江省  

＜利用申込資格＞ 香川県内に本社又は事業所を有する企業及び商工関係団体等 。香川県内に本社

又は事業所を有する企業で、中国に進出している現地法人、支店、駐在員事務所  

＜利用者が負担する費用＞ ①②③④⑤⑥のサービスは無料です（ただし、渡航費、宿泊費等は利用

者の負担）。 ⑦⑧のサービスは有料です。利用申込書提出後に利用者が負担する費用を事前にお支払

いいただきます。 

 

香川県上海ビジネスサポーターの支援をご希望の場合は、以下 URLからお申込みください！ 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/sangyo/kaigai/03.html 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

香川県上海ビジネスサポーター  池田 博明     

〒200030 上海市徐匯区虹橋路 1号 港匯中心 1座 25楼 

（上海邁伊茲（マイツ）諮詢有限公司 浦西事務所内） 

 E-mail: kagawa@myts-cn.com 

上海ビジネスサポーターの支援をご希望の場合は、こちらを検索！！ 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

香川県 上海ビジネスサポーター 検索 


