
 

1 

 

2022年５月号 
 

 

 

 

 

 

 

 

～上海市都市封鎖の影響と日本本社の役割～ 

 上海市の都市封鎖開始から 50 日が経過しました。５月５日の感染者数が 4,088人となり、都市封鎖初

日（３月 28日）を初めて下回りました。上海市では集積回路や自動車製造、設備製造、化学医薬など重

点産業 666社を中心に、操業・生産再開への動きが進みつつあるものの、多くの工場やオフィスで操業停

止が続いています（５月中旬時点）。上海市は５月 16日の会見で、６月中に企業の生産活動と市民生活を

全面的に正常化するとの目標を示しています。 

厳格な都市封鎖実施の影響は、“上海市封鎖による事業への影響に関するアンケート結果”（上海商工

クラブ実施・公表 2022年４月 15日）から抜粋した以下の状況等にも顕著に表れています。 

 

➢ 物流の停止： 

上海市内での物流、上海市外との物流、国際物流共に“停止”、或いは一部対応可能でも“トラック

ドライバーや港湾の荷役作業員の不足”が挙げられ、サプライチェーンの分断や国際物流の機能停止、

貿易に甚大な影響への懸念など、深刻な状況を反映。 

➢ 人の移動が厳格に制限： 

・３月～４月の異動期にもかかわらず、帰任、赴任ができないなど人の移動にも影響。 

・食料の調達や通院など、生命に関わりかねない項目での影響もあり。 

➢ 資金の流れの停止： 

銀行の封鎖、出勤、押印ができず、従業員給与や取引先への支払い等決済業務ができない例もあり。 

 

上記の通り、“ヒト・モノ・カネ”の全てに影響が生じる中、更にロックダウンにより“顧客への納期

の説明ができない”、“製品の生産・納入ができず、他地域の同業者にシェアを奪われ始めた”等のビジネ

ス上の深刻な影響を反映した回答も見受けられます。 

都市封鎖の影響は上海市だけに止まりません。上海市を支援すべく、蘇州市など近隣地区では多数の医

師や工事現場の作業者などの派遣や食料支援等を行っており、手薄になった医療体制を鑑み、居所から

の外出に 24時間以内の PCR検査報告書の提示が求められるなど、既に周辺地区を含め大きな影響が生じ

ています。 

今後、ゼロコロナ政策の継続を前提にすれば、他地域でも同様にロックダウンが実施される可能性は排

除できません。日本本社としては、上海市の例を踏まえ、告知期間がほとんど設けられないとの前提で、

都市封鎖を含む厳格な感染抑制政策に対して、中国全拠点の従業員の保護やサプライチェーンの確保が

必要となります。 
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日本本社として、適時の情報提供体制の構築や各種判断基準（駐在員、家族の国外退去要否を含む）の

策定、各種物資の現地法人での備蓄など、事前に備えるべき対策は必須です。しかし、今回のように一旦、

ヒト・モノ・カネの動きが隔絶されてしまえば、現地法人や駐在員・現地スタッフの自律的対応が求めら

れます。従い、今後、現地法人が BCP（Business Continuity Plan：緊急時企業存続計画或いは事業継続

計画）に準じた対策が講じられるよう、日本本社としてその構築支援が望ましいと考えられます。 

中長期的に見た場合、改めて、中国事業の安定的運営に向けた事業体制の確認・見直しが必須であり、

また現地法人の果たすべき役割、現状の機能やリスクの再確認に立ち返るケースもあるでしょう。中国

拠点（の一部）の閉鎖に備えた他の拠点を含めた緊急避難・短期のサプライチェーンの確保や今後、中長

期的に見た中国における各種事業の再編の検討は、上記 BCP 同様、必要に応じ日本本社に求められると

考えます。 

 

 

 

【新政策動向】 

◼ 石炭輸入関税ゼロに 

中国国務院（中央政府）関税税則委員会は、石炭の輸入関税を５月１日からゼロにした。無煙炭

やコークス用炭など７品目が対象となる。これまでの税率は３～６％だった。税率を引き下げる

ことで、石炭価格の高騰の影響を緩和する狙いとみられる。 

◼ 「不要不急の出国制限」移民管理局 

４月 12日、中国国家移民管理局は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、国民の不要不

急の出国を厳しく制限する方針を示した。海外からの帰国者による新型コロナの感染拡大を警戒

したものとみられる。 

◼ 冷蔵貨物の海上輸送を強化、2023年までに整備 

中国交通運輸省は冷蔵貨物を運ぶ海上コンテナ輸送を強化する。2023年末までに、沿海部の港湾

に冷蔵コンテナの冷却装置用の電源プラグを 6,000か所以上新設する。コールドチェーン（低温

物流）の整備に向けた動きの一環。 

◼ 環境破壊に新規定、損失や修復費の負担必須 

５月 16日、中国生態環境省など中央 14部門は、環境破壊を行った企業（個人も含む）の賠償責

任を定めた新規定を発表した。企業が破壊行為による損失や修復費用を負担しなければならない

と明確化し、先月末にさかのぼって施行した。大気や水質、土壌、森林などを汚染した企業、動

植物などの生育を阻害した企業などが対象。人身への傷害や海洋環境の破壊は対象外で、別規定

で罰せられる。 

◼ 浙江省のコロナ支援策、企業負担 3,000億元軽減 

５月 12日、浙江省政府は、新型コロナウイルスで経営が悪化する中小・零細企業を対象とした

救済措置を発表した。優遇税制の導入や雇用維持のための手厚い支援を行う。企業の金銭的な負

担を今年１年間で 3,000億元（約５兆 7,000億円）以上軽減する方針。 

 

政策・経済トピックス 
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◼ 新卒者の雇用促進へ、中小企業に補助金 

５月 13日、中国国務院（中央政府）は、大学新卒者など若者の雇用促進に向けて措置を講じる

と発表した。新卒者を雇用する中小企業に補助金を出すなどして企業の雇用規模を拡大し、より

多くの就業機会を生み出す。 

 

【経済・産業】 

◼ 労働節連休、国内旅行者は３割減 

５月４日、中国文化観光省は、今年の労働節連休（４月 30日～５月４日）の国内旅行者数が前

年同期比 30.2％減の延べ１億 6,000万人だったとの推計値を発表した。新型コロナウイルスの感

染拡大が観光市場に打撃を与えている。 観光収入は 42.9％減の 646億 8,000万元（約１兆

2,700億円）となった。 

◼ 農村の高齢化が深刻、60 歳以上が２割超 

５月６日、中国社会科学院農村発展研究所は、農村人口に占める 60歳以上の割合が 20.04％とな

り、65歳以上は 13.82％に達したとの調査結果を発表した。同研究所は「農村部で高齢社会（65

歳以上の高齢者の割合が人口の 14％を超えた社会）」が迫っている」と指摘した。 

◼ 上海市の自動車工場、４月生産は前月比 75％減 

５月 11日、中国自動車産業の業界団体、全国乗用車市場信息聯席会（CPCA）の崔東樹秘書長

は、上海市に工場を置く主要メーカー５社の 2022年４月の乗用車生産台数が前月比 75％減少し

たと明らかにした。新型コロナウイルスの流行に伴う物流停滞で、自動車部品を調達できなかっ

たことが原因としてあげられる。 

◼ 海外からの対中投資、１～４月は 20.5％増 

５月 12日、中国商務省は、2022年１～４月の外資による直接投資（FDI）実行額（金融・証券・

保険関連を除く）が前年同期比 20.5％増の 4,786億 1,000万元（約９兆 680億円）だったと発表

した。伸び率は１～３月から 5.1ポイント鈍化した。 

◼ ４月の建機販売 61％減、コロナで工事停滞 

建設機械業界団体の中国工程機械工業協会によると、中国の 2022年４月の掘削機販売台数は前

年同月比 61％減の１万 6,032台だった。新型コロナウイルスのまん延に伴う国内の工事停滞が販

売減を招いた結果となった。 

◼ 上海臨港新区の工業企業、９割超が再開 

５月 17日、上海市政府は会見で、中国（上海）自由貿易試験区（上海自貿区）の一角を占める

臨港新区の工業企業（一定規模以上）315社のうち、全体の９割超に当たる 301社が 16日までに

操業を再開したと明らかにした。ただ、工業企業全体の設備稼働率は 45％前後にとどまってい

る。 
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【日系・外資企業動向】 

◼ トヨタ国内８工場停止、上海封鎖で 

５月 10日、トヨタ自動車は新型コロナウイルス流行による上海市の都市封鎖に伴う部品調達難で、

16～21 日に日本国内の８工場 14 ラインの稼働を停止すると発表した。約３万台の生産に影響す

る。 

◼ ソニー上海市工場再稼働、１か月半ぶり 

５月 10日、ソニーの中国上海市にある合弁工場が生産を再開したことが分かった。新型コロナウ

イルス対策の都市封鎖の影響で生産を停止していたが、約１か月半ぶりに稼働した。 ソニーは「現

地政府の承認を経て、小規模で再開した」と説明している。 

◼ ラオックス、蘇寧が再び筆頭株主に 

５月 11日、総合免税店のラオックスは、筆頭株主が変更したと発表した。筆頭株主だったシンガ

ポールの投資会社グレニッチ・インベストメントが保有するラオックス株を一部譲渡したことで、

中国家電量販大手の蘇寧易購集団（江蘇省南京市）のグループ会社が再び筆頭株主に浮上した。 

 

【人民元情報】 

人民元市場レート（2022年５月 18日時点） 

外貨名 100日本円 

中間値 5.2207人民元 

 

【中国ビジネスワンポイントアドバイス】 

（今更ですが）中国企業とのオンライン商談のコツ 

2020 年以降、日中間の渡航について簡単でなくなってきました。その結果、現在ではオンライン商談

が一般的になってきています。既に皆様も使用されているかと思われますが今一度商談を進めるための

コツを考察してみたいと思います。 

✓ 「なぜ今更？」 

弊社では日本のいくつかの県自治体からビジネス支援の業務を受託しており、県内企業と中国系企業

間のオンライン商談に同席させて頂く機会があるのですがその商談だけで終わってしまう（次回へ続か

ない）ケースが散見されます。これは、特に日系企業側が「画面越しの商談にまだ慣れてない」⇒従来の

方法（相手の反応を見てその場で対応する等）の感覚で商談対応されているからではないかと思われま

す。その結果、商談ではなく「自社製品の一方通行な紹介タイム」だけで終わってしまうのです。 

せっかく良いモノ（サービス）を持っていながらオンライン商談で上手に進められずにその場でビジネ

スチャンスを逃してしまう、ということを極力防ぐためにはどうしたらよいでしょうか？ 

✓ 「中国人のオンライン商談会におけるスタンス」 

中国では IT を活用した商談が日本に比べて活発であり、日本で多く使用されている Zoom や Teams な

どのオンライン商談ツールも中国で開発されたものが多数あります。 

これらのオンライン商談ツールは携帯電話（以下スマホ）で使用できることから事務所にいるときだけ

ではなく、場所を選ばずに商談対応をしています。 
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また商談の一番障害になるのは「言語」になります。中国系企業のほとんどが「日本語不可」です。 

✓ オンライン商談におけるコツ 

上述したことより中国系企業とオンライン商談に行うあたり、以下の項目をお勧めいたします。 

① オンライン商談ツールの「画面共有」をできる限り活用する。 

実際の製品説明をされる際には製品によって実物を画面に見せることも必要ですが書面による説

明は画面共有できるようにデータ化しておく、スマホを通じての参加を想定し、資料はできる限

り、シンプルにポイントだけを大きく記載しておくと見やすいです。 

② 自社製品の紹介をできるだけスムーズに行う。 

最初に会社紹介などをされることが多いかと思いますが、定型的な案内は数分の動画などを事前

に作成しておくことをお勧めします。 

③ 中国語で対応する。 

中国語のできる通訳（若しくは社員）を用意しておき、「事前にしっかり打ち合わせした上で」商

談に参加した方がよいです。またこちらからの質問もしやすくなります。 

上記だけやれば OKという訳ではありませんが最低限このくらいのことはやっておいた方が中国系企業

とオンライン商談が進むと考えられます。画面越しの商談は今後の主流になっていくと思われますので

是非そのコツを早く身に付けてみてください。 

 

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 

【上海市封鎖で出勤できない場合の給与の支払いに関するご相談】 

  居住する小区の封鎖や都市封鎖等で出勤できない場合、企業としては基本給を支払うのでしょうか。 

 

➢ 回答 

①居住する小区の封鎖や都市封鎖で出勤出来ない場合 

１：企業は従業員に在宅勤務を手配できる場合、労働契約により正常な給与を支払います。 

２：企業は従業員に在宅勤務を手配できない場合、有給休暇を手配できます。有給休暇を手配する 

場合、相応の給与を支払います。 

 

②居住エリアの封鎖や都市封鎖で、工場（会社自体）が正常に稼働していない、生産停止の場合 

１：もし在宅勤務も手配できなく、有給休暇も使い終われば、１か月目は労働契約により正常な給 

与を支払い、２か月目から生活費を支給して、普通は上海の最低賃金を支払います。ただし、  

直接に業務・生産停止の規定を参照にして、最低賃金の支払いを行う場合、争議が起こしやす 
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いと考えられます。従業員に業務・生産停止による最低賃金を支払う場合、争議を回避するた

め、以下の手続きが必要となります。 

（１）まず業務・生産停止の決議（定款の規定により、董事会又は株主会）を用意すること 

（２）企業は従業員に業務・生産停止の民主公示手続きを行うこと 

（３）事前に企業の所在地の労働保障部門に告知し、了承を頂くこと 

 

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）  

＜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！！ 
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