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中国経済週報（2021.3.25～2021.3.31） 

 

在中国日本大使館経済部 

１ 党中央の動き                       
習主席が福建省を視察 

●24-25日、習近平・国家主席は福建省福州市を訪れ、都市建設、歴史文化街区の保護、

企業のイノベーションの状況等を視察した(注)。25日、習主席は以下を強調した。 

(1)新たな発展枠組の構築に融合する位置づけを探り、産業構造の高度化を図り、デジ

タル産業化を加速する。イノベーション支援に注力する。「一帯一路」共同建設に深く

融合し、自由貿易試験区をよく運営し、高水準の開放型経済新体制を構築する。各方面

の連携・恩恵・感情で融合を促し、海峡両岸融合発展の新たな道を模索する。 

(2)郷村振興の推進を加速し、農業資源と気候の優位性に立脚し、特色ある優位産業を

育成する。郷村建設行動の実施に着手し、農村の居住環境を改善し、生活と産業に適し

た美しい郷村を建設する。炭素排出量ピークアウト・炭素中立を、生態環境重視の省建

設に組み込み、工程表を科学的に定め、人・自然が共生する現代化を建設する。 
(注)視察先は、郊野福道、三坊七巷歴史文化街区、閩江学院、福建福光株式有限公司等。 

国務院常務会議が開催 

●24日、李克強・国務院総理は国務院常務会議を開催した。会議は、「政府活動報告」

が提起した企業のイノベーション支援措置の実施を決定した。概要は以下のとおり。 

(1)本年 1月 1日に遡り、製造業企業の研究開発費の追加控除比率を、現行の 75％から

100％に引き上げる(注 1)。減税規模は 800 億元で、本年の構造的減税の中で最大となる。 

(2)企業が迅速に恩恵を受けられるよう、半年ごとの加算控除を選択可能とする(注 2)。 

●また会議は、既に延長が決まっていた小規模・零細企業向け包摂的金融に関する措置

(元利返済猶予と貸付支援)について、延長期限を本年末までとすることを決定した。 
 (注 1)企業が研究開発費を 100 万元投入した場合、課税所得額から 200 万元が控除される。 
 (注 2)例えば、上半期(1-6 月)の研究開発費については、翌年度を待たず、当年 10 月の予納時に控除可能となる。 

李克強総理が江蘇省を視察 

●25-26日、李克強・国務院総理は江蘇省(常州・南京)を視察した。 

(1)常州での懇談会にて、製造業企業から、減税政策を受け研究開発投資を大幅に増や

すとの声が相次いだ。李総理は「大規模減税を惜しまないのは、企業のイノベーション

力強化のため」「イノベーション企業があってこそより良い国の発展がある」と述べた。 

(2)江蘇省自由貿易試験区を訪れ、楊巴公司(中国石化集団と BASFの合弁企業)を視察し

た。李総理は、自貿区という開放の最前線で、けん引作用を発揮するよう激励した。 

(3)南京大学を訪れ、基礎研究と研究成果の転化応用状況を聴取し、科学研究者の分野

を跨いだ協力、融合イノベーションの推進を奨励した。 

●25日、李総理は南京で一部地方責任者座談会(注)を開催し、概要以下を述べた。 

(1)今年の状況は特殊で、経済を分析するには、前年同期比のみではなく、前期比も見

る必要がある。一部の経済指標は、前年同期比では高い成長率となっているが、昨年の

ベースが低かった影響が大きい。前期比で見れば、経済運行は全体的に安定している。 

(2)各地は現地の状況に応じて、ビジネス環境の改善に尽力せねばならない。RCEP関連

業務を進め、国内・国際大市場の連結に立脚し、開放を更に拡大し、協力を開拓する中

で、産業チェーン・サプライチェーンの安定を維持する。 
 (注)座談会には、婁勤倹・江蘇省委書記、呉政隆・省長、韓俊・吉林省長、易煉紅・江西省長、馬興瑞・広東省長、
黄強・四川省長、肖捷・国務委員等が出席した。 
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２ マクロ経済・金融関連等                  
新型消費の育成加速プランが公表 

●25日、発改委等 28部門は｢新型消費の育成加速実施方案｣を発表した。概要以下の通り。  

(1)非接触型消費を拡げ、各地域にスマートショップを建設することを奨励する。 

(2)スマート旅行エリアの建設ガイドを制定し、時間別予約・オンライン予約・人数モ

ニタリング・非接触式サービス・スマートガイドツアー等の機能を改善する。 

(3)オンライン診療と電子処方箋に関する指導的文書を公布し、規範的発展を推進する。

医療スタッフのオンライン病院・診療プラットフォームでの複数開業を奨励する。 

(4)教育の大資源共有計画を実施し、有名な教師・学校のネット教室など質の高いオン

ライン教育課程の波及を拡大し、貧困地域に優先的にオンライン教育資源を開発する。 

(5)郵便・宅配企業の外資導入と対外投資を推進し、国際宅配物流システムの構築を加

速する。「電子商取引シルクロード」を推進し、電子商取引企業の連結・協力を促す。 

(6)郷村流通で宅配サービスを拡大し、現代農業「一地一品」プロジェクトを支援する。 

(7)新就業形態の労働者の権益を保護する政策を提案・実践し、プラットフォーム事業者

の責任を確定し、労働報酬・労働時間・労働安全・社会保険等の最低ラインを保障する。 

(8)保険商品の供給を充実させ、ネット上の取引・配車等に対するリスク保障を増やす。

越境支払サービスに関する管理弁法を制定し、監督管理を整備する。日韓等からの個人

旅行者のモバイル決済の利便化を試験的に展開し、決済体験を向上させる。 

事業ローンの不動産分野への流入防止に関する通知が公表 

●26日、銀保監会、住宅都市・農村建設部、人民銀行は、連名で「事業ローンの違法な

不動産分野への流入を防止することに関する通知」を公表した。同通知では、銀行に対

し、借り手の資質審査や資金ニーズの審査、貸出中の管理、不動産仲介業者の管理など

の強化をすることを求めた他、本年 5 月 31 日までに、第 1 回の事業ローンの違法な不

動産市場への流入に対する調査に係る作業を完了させるとした。 
 (注)昨年 12 月に、人民銀行及び銀保監会は、銀行の貸出総額に占める不動産ローン残高の割合等を制限することを
内容とする通知を公表している。 

中央政府各部門が本年の予算を公表 

●24日、102の中央政府部門が本年の部門別予算を公表した。全体の「三公」経費は前

年比▲6％(内訳：海外出張費▲0.6％、公用車経費▲6.8％、公務接待費▲5.8％)となり、

政府部門の節約状況が示された(注)。また、2020年 10月施行の改正予算法実施条例に基

づき、国有資本経営予算の状況が初めて公開された。 
 (注)本年の「政府活動報告」では、「中央レベルの支出を引き続きマイナスの伸びとし、不要不急の支出、非恒常
的支出をいっそう大幅に縮減する」「各級政府はすべて人民のために節約し、支出を切り詰めることを堅持し、基本
的民生のための投入を確実に増やさねばならない」等としている。 

オートバイ完成車の輸出入 

●国際商報によると、2020年の中国のオートバイ完成車の輸出は前年比＋4.2％の 50.1

億ドル、輸入は＋93.8％の 6.9 億ドルとなった。輸出は、アジア向け▲6.5％、北米向

け＋69.2％等。国別台数は、メキシコ向け 100.3万台、米国向け 49.5万台等。輸入は、

日本からの輸入が＋119.8％の 6.2億ドルと最大規模となった。 

３ 対外経済関係                          
新疆に関する制裁措置等 

●22 日、EU はブリュッセルで外相理事会を開き、中国の新疆ウイグル自治区における

拘束など人権侵害に関与したとして、中国当局者 4 人と 1 団体に対し、EU 渡航禁止と
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資産凍結の制裁を科した。中国外交部は同日、EUの個人 10人と 4団体に対し入境や中

国公民・組織との取引を禁じる制裁措置を講じることを発表した(注)。 

●23 日、欧州議会が中国・EU 投資協定会議の審議を取りやめた。これを受けて外交部

報道官は 24日、投資協定は一方から与える「恩恵｣ではなく、互恵ウィンウィンのもの

と述べた。商務部報道官は 25 日、双方の関連部門は必要な法律審査業務を進めている

とし、投資協定は双方の利益に合致し、世界に利益をもたらすものと指摘した。 
 (注)同日、米国・英国・カナダも対中制裁措置を発表。中国は、26 日に英国に、27 日に米国・カナダに対し、中国
への入境や取引の禁止、中国の財産凍結を内容とする制裁措置を採ることを発表した。 

新疆綿花をめぐる不買運動等 

●24日、スウェーデン衣料品大手 H＆Mが新疆の綿花を使用しないとの声明を昨年 10月

に発表していたとして、ネットやメディアで批判を受けると(注 1)、タオバオ・京東・拼

多多等の ECサイトは H＆M関連商品を撤去し、複数の芸能人が協力関係を打ち切ると表

明するなど、不買運動が展開された。小米・華為・vivo・テンセント等は携帯アプリか

ら H＆Mショップを撤去した。他企業を対象とする不買の動きも拡大した(注 2,3)。 
 (注 1)昨年発表された声明が 3 月 24 日に注目を集めたのは、共産党青年団のウェイボ―や CCTV、新華社の報道がき
っかけと指摘されている。25 日、商務部報道官は、中国政府は多国籍企業の正常な経営活動を一貫して支持してお
り、不買運動は中国の消費者が自発的行動によって態度を示したものであると述べた。 
 (注 2)スイスの NPOベターコットンイニシアティブ(BCI)は新疆における認証活動を停止するとの声明を発表してお
り、H＆M 同様メンバー企業であるナイキやアディダスなどへの不買運動もあった。 
 (注 3)29 日、外交部報道官は以下を述べた。①新疆の綿花収穫は高労賃で、労働者は自ら栽培農家と契約している。
②栽培農家は機械収穫サービスを在宅で携帯アプリで注文でき(昨年の機械収穫率は 70％)、強制労働の必要はない。 
 

４ 各種統計の公表                         

●3月製造業 PMI(NBS)～前月比 1.3ポイント増（3月 31日 国家統計局発表） 

 

 

 
 
 
 
 

  

3月製造業 PMI(NBS) 

指数 
全体 大企業 中企業 小企業 

51.9 52.7  51.6 50.4 

前月からの変化(pt) ＋1.3 ＋0.5 ＋2.0 ＋2.1 
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■ ：日本関連記事 

1.概況・マクロ経済政策 

□24-25日、福建省福州市を視察中の習近平・国家主席は、郊野福道、三坊七巷歴史文化街区、閩江学院、

福建福光株式有限公司等を訪れ、都市建設、歴史文化街区の保護、企業のイノベーション発展の状況等を

視察した。25日、習主席は、郷村振興を加速するために「特色ある優位産業を育てねばならない」、「イノ

ベーションを国策として、積極的に奨励・支援せねばならない。イノベーションのために『出身』は問わ

ず、国家のために貢献できさえすれば、国家は全力で支持する」等と強調した。(3/25新華網) 

□24 日、李克強・国務院総理は国務院常務会議を開催した。会議は、「政府活動報告」が提起した企業の

イノベーション支援措置の実施を決定した。本年 1月 1日に遡り、製造業企業の研究開発費の加算控除比

率を、現行の 75％から 100％に引き上げる(企業が研究開発費を 100 万元投入した場合、課税所得額から

200万元が控除される)。当該政策により、昨年の 3,600億元以上の減税に続き、本年は新たに 800億元の

減税を実施することとなる。当該措置は、本年の構造的減税の中で最大の政策となる。会議はこの他、①

本年 1-3 月期まで延長している小規模・零細企業向けインクルーシブ・ファイナンスに関する措置(元利

返済猶予政策と信用貸付支援計画)を、本年末まで延長することを決定した。②産学融合協力や民間による

職業学校運営の支援等を規定した「職業教育法(改訂草案)」を採択し、全人代常務委員会の審議に諮るこ

とを決定した。（3/25人民日報 p1） 

□25-26日、李克強・国務院総理は江蘇省を視察した。25日、李総理は、南京で実施した江蘇省・江西省・

四川省など一部の地方政府責任者とのテレビ会議において、当面の経済情勢について、「今年の状況は特殊

であり、経済を分析するには、前年同期比だけではなく前期比を見る必要がある。昨年のベースが低かっ

た影響で、一部指標の前年同期比は伸び率が高くなるが、前期比でみると経済運行は総じて安定を維持し

ている。」と分析した。また今後の取組について、「経済運行を合理的区間に維持し、持続可能で健全な発

展のための基礎を打ち固める」、｢市場主体の活性化に力を入れていく」等と述べた。（3/29 国際商報 p2） 

□韓正・国務院副総理は 23日、財税工作座談会において、炭素排出量ピークアウトとカーボンニュートラ

ルの実現、不動産市場コントロールの整備、プラットフォーム経済の規範化と健全な発展等の財政・税制

政策を重点的に検討せねばならないと強調した。（3/24新華網） 

□発改委など 28部門は 25日、｢新型消費の育成を加速するための実施方案｣を発表し、ネット小売を含む

新型消費を更に発展させるための各種措置を打ち出した。また、新たな就業形態の労働者の労働保障権益

を保護する政策を打ち出し、プラットフォーム事業者の責任を合理的に確定し、労働の報酬、労働時間、

労働安全、社会保険などの権益のボトムラインを保障する方針を示した。プラットフォームに係る従業者

の職業傷害保障の先行試験を推し進め、フレキシブルワーカー（ギグワーカー等）に就業と社会保障に関

するオンラインサービスを提供する。 (3/25新華網) 

□中国人民銀行が 25 日発表した 1-3 月期の企業家アンケートによると、「企業家マクロ経済熱度指数(過

熱と正常の割合をベースに算出した数値)」は 38.9％となり、前期比 4.5ポイント、前年同期比 26.5ポイ

ント上昇した。(3/26人民日報 p1) 

□長沙、貴陽、合肥、南昌、寧波、武漢、湘潭、鄭州、株洲などの 7省 9市は 25日、業務サービスの｢省

を跨ぐ手続きの一体化｣オンライン契約式を実施し、今後、「インターネット+行政サービス」の技術革新に

依拠し、各地の業務サービスの優良な資源を整理統合し、関連都市の行政サービス一体化を積極的に推し

進める方針を示した。(3/25新華網) 

 

2.財政 

□財政部は 23日、新型コロナ蔓延に対応するための企業支援策である税優遇措置の一部につい

て、実施期限を年末まで延長すると発表した。(3/24国際商報 p1) 

□中共中央弁公庁、国務院弁公庁はこのほど、「税徴収の管理改革の一層の深化に関する意見」

を発表し、2025 年にスマート税務を成功させ、国内における一流のスマート化行政応用システ
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ムを実現する方針を示した。（3/25人民日報 p1） 

□24日、102の中央部門が 2021年の部門予算を公開した。中央本級の「三公」経費の財政割当

予算は 2020年と比較して▲6％、うち公費による境外出張費は▲0.6％、公用車の購入及び運行

費は▲6.8％、公務接待費は▲5.8％となった。また、中央部門は初めて国有資本経営予算の状

況を公開した。（3/26経済日報） 

 

3.金融・為替 

□銀保監会、住宅都市・農村建設部、人民銀行は 26日、「経営用途の融資が違法に不動産分野に流入する

のを防止することに関する通知」を発表し、銀行業金融機関がプルーデンス・コンプライアンス経営を強

化するよう促すとともに、仲介機関のブラックリストとホワイトリストを制定し、違法行為の処罰と責任

追及を強化し協力機関を明確にする方針を示した。(3/27経済日報) 

□銀保監会はこのほど、農村振興を支援するため、各銀行保険機構に対し、「三農」への融資投入を

拡大するよう指導し、「三農」関連の包摂金融融資に対する銀行の不良債権容認度を引き上げ、同行

の不良債権比率を 3 ポイントまで上回るものについては監督・管理評価と銀行内部の評価のマイナ

ス要素としない方針を示した。データによると、2020年末時点の農業関連貸出残高は年初から11.2％

（3兆 9,400億元）増加し、38兆 9,500億元となった。（3/25人民日報 p12） 

□中国銀行間市場取引商協会はこのほど、社会資本による農業・農村振興事業への投資を奨励する

ため、中国人民銀行の指導の下で農村振興向けの手形を発行することを明らかにした。（3/25人民日

報 p12） 

□銀保監会はこのほど、2020年末時点で、中国国内の主要銀行 21社が保有するグリーン融資残高は

11兆元を超えたことを明らかにした。試算によると、21行は毎年グリーン融資を通じて標準石炭換

算で 3億トン相当(CO2排出量 6億トンに相当)のエネルギー節約を実現する。（3/26人民日報 p2） 

□中国人民銀行はこのほど、北京で全国主要銀行 24行における融資構造最適化の調整に関する座談

会を開き、融資の重点分野とウィークポイント向けの構造最適化を推進し、経済成長を下支えする

能力・レベルを更に高めていく方針を示した。（3/26経済日報 p3） 

□中国人民銀行は 23 日、国際決済機関である「SWIFT(国際銀行間通信協会)」と中国資本機構 4 社

が共同で金融ゲートウェイ会社を設立したと発表した。（3/24人民日報 p2） 

□中国人民銀行金融政策委員会は 24 日、北京において行われた第 1 四半期例会において、「穏健な

金融政策は柔軟かつ精確、合理的かつ適度にし、政策のタイミング、度合、効果をしっかり把握し、

流動性に合理的な余裕を維持しなければならない」「レートの市場化改革を深化し、人民元レートの

弾力性を増強し、企業と金融機関が｢リスク中立｣の理念を堅持するよう誘導する」と表明した。（3/26

ロイターなど） 

□国家外為管理局が 26 日発表した「2020 年中国国際収支報告」によると、2020 年中国の財貿易の

黒字は 2019 年と比較し 31％増加し、サービス貿易赤字は 44％縮小した。また外国からの各種対中

投資は 2019年比 81％増の 5,206億ドル、中国からの対外直接投資は同 110％増の 5,983億ドルとな

った。2020 年末の中国の対外金融資産と負債は 2019 年からそれぞれ 11％、18％増加し、対外純資

産は 2兆 2,000億ドルとなった。(3/27経済日報 p3) 

 

4.貿易・海外直接投資 

□商務部は 24日、国務院新聞弁公室の記者会見において、「第 1回国際消費品博覧会」は 5月 7-10日に

海南省海口市で開催され、現時点で海外から 630 社、国内から 800 社が出展を表明していると紹介した。

（3/25人民日報 p2） 

□海関総署によると、1-2月の中国の紡績品・服装製品の輸出は 461億 8,000万ドルで、前年同期比 55％

増加した。（3/24国際商報 p3） 
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□海関総署によると、中国の集積回路製品の輸出が 1-2 月は前年同期比 30.8％増の 197 億 7,000 万ドル

で、前年同期比で 26ヶ月連続の上昇になった。（3/24国際商報 p3） 

■海関総署によると、2020年中国のオートバイ完成車の貿易額は前年比 10.3％増の 57億ドルだった。う

ち、輸出は前年比 4.2％増の 50億 1,000万ドル、輸入は前年比 93.8％増の 6億 9,000万ドルであった。

日本は、中国にとって最大のオートバイ完成車輸入国であり、2020年の輸入額は前年比 119.8％増の 6億

2,000万ドルとなった。（3/25国際商報 p3） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□中国綿花協会副会長・王建紅は 25 日、2020-2021 年度の中国の綿花生産量が 592 万トン、消

費量 810 万トン、輸入量 235 万トンに達するとの見通しを示した。中国農業科学院綿花研究所

研究員・毛樹春は、「中国の綿花の需給状況は全体としてバランスが取れている。国産原料の保

障が十分だ」との見解を示した。（3/26 経済日報 p1） 

□国家郵政局によると、今年の宅配便の業務量は 3 月 24 日までの 83 日間で 200 億件を突破し

た。年間の宅配業務量は 950 億件を上回る見込み。（3/26 人民日報 p8） 

□交通運輸部は 25日、1-2月の交通分野への実行ベース固定資産投資は前年同期比 71.7％増、

2019 年同期比 11.6％増の 3,032 億元だったと発表した。（3/26 経済日報 p3） 

□高峰・商務部報道官は 25 日、定例記者会見で、国際市場の食糧価格による中国の農産物価

格への影響について、「現在、中国の食糧供給は全体的に十分足りている」「国内の食糧市場の

供給の充足と安定的な運営を保障するための基礎と条件があり、食糧価格を大幅に上昇させる

条件はない」と述べた。（3/26 国際商報 p1） 

□工業信息化部によると、中国のソフトウェアと情報技術サービス業の営業収入が 1-2 月は 1

兆 63 億元で、前年同期比 21.3％増加、過去 2 年間の平均成長率は 3.6％であった。利益は 1,260

億元で、前年同期比 23％増、過去 2 年間の複合増加率は 4.2％増であった。（3/29 人民日報 p2） 

□24-25 日、「APEC による世界貿易機構(WTO)電子商取引交渉支持」セミナーがテレビ電話方式

で開催された。電子商取引交渉について、重要な概念の定義や良好なルール環境づくり、包摂

的な電子商取引の発展と協力などの議題について重点的に討論が行われた。 (3/25 商務部) 

□工業信息化部は 19 日、第 4 回デジタル経済サミット記者会見において、第 13 次五カ年

計画時期の中国デジタル経済の年平均成長率が 16.6％以上であったとのデータを示した。

(3/22 人民日報海外版) 

 

6.農業・農村 

□胡春華・国務院副総理は 23日、全国農業種子資源センサステレビ会議に出席し、今回の種子資源

に対するセンサス・保護活動をしっかり行い、種子業の復活戦が良好なスタートを切るよう求めた。

（3/24人民日報 p2） 

□農業農村部はこのほど、財政部とともに耕地の休耕・輪作業務を引き続き推進し、実施規模

を昨年から1,000万ムー増やし4,000万ムー(約266.7万ヘクタール)以上とする方針を示した。

(3/29経済日報 p9) 

 

7.労働・社会保障 

□毛群安・国家衛生健康委員会企画司長は 23日、定例記者会見で、同委員会は各地方政府が独自に

発行している「健康コード」を一本化させることで、現時点では、基準が統一された健康コードを全

国で利用できるようになったと発表したほか、オンライン診療を専門とするインターネット病院の

数は 1,100カ所以上に拡大したことを明らかにした。（3/24経済日報 p3） 
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8.環境・エネルギー 

□発改委など政府 10部門は 24日、「第 14次五ヵ年計画固形廃棄物総合利用に関する指導意見」を発表し

た。2025 年までに石炭脈石、石炭媒、フライアッシュ、選鉱くず、製錬かす、工業副産石膏、建築ゴミ、

農作物の茎などの固形廃棄物総合利用率を 60％に引き上げるとの目標を発表した。(3/24発展改革委員会) 

□水利部はこのほど、2020 年末時点で、長江デルタ地域にある 2 万 5,000 カ所の小型水力発電所を整備

し、うち環境問題のある発電所 3,500カ所余りを閉鎖したことを明らかにした。また、同部によると、第

13 次五カ年計画時期、23 省で 616 カ所の小型グリーン水力モデル発電所が建設され、今年は同様のモデ

ル発電所を更に 50カ所以上を建設する予定。（3/25人民日報 p16） 

□生態環境部は 26日、黄河に流入する排水口の検査・取締行動を開始した。約 2年で黄河本流及び重要な

支流の排水口の実態を調査し、2025年までに取締を基本的に完成し、排水口のビッグデータシステムを構

築することで黄河流域の生態環境監督管理の効率と水準を引き上げることを計画している。(3/27新華網) 

 

9科学技術・イノベーション 

□国家自然科学基金委員会は 24 日、第 8 期委員会第 4 回全体会議において、2020 年に受理した科

学実施プロジェクト資金援助申請は 28万 1,100件であり、うち選ばれたものは 4万 5,700件、支援

金額は 283億 300万元に達したことを明らかにした。(3/24新華網) 

□人力資源社会保障部、財政部及び科学技術部は、知識価値の増加を指向する収入配分政策を実行

し、科学技術の成果移転をさらに推進するため、2 月 8日、「公的機関科学研究員の職務科学技術成

果転化に係る現金奨励の業績賃金管理組入れの問題に関する通知」を各省等に対して発出した。

(3/30人力資源社会保障部 HP) 

 

10．主要国との経済関係 

□24日、H&Mの新疆綿花不買がネット上で注目を集めると、タオバオ、京東、拼多多等の Eコマースプラ

ットフォームは H&M関連商品を撤去し、小米、華為、vivo、テンセントなどの携帯は H&Mのショップ APP

を撤去した。商務部は 25 日、中国政府は多国籍企業の中国における正常な経営活動を一貫して支持して

おり、中国の消費者が行動によって態度を示したと説明した。また、関連企業が商業問題を政治化するこ

とを避けることを望むと述べるとともに、外国企業が新疆において現地の視察を行うことを歓迎し、各国

の企業が新疆において貿易投資を行うために積極的なサポートを提供したいと述べた。 外交部報道官は

29日、新疆の綿花収穫は高労賃のため労働者は平等、自らの意志で綿花農家と契約を締結していると指摘

した。また 20202年機械収穫率は 70％に達し、栽培農家は携帯 APPにより機械収穫サービスを在宅で注文

できるようになっており、「強制労働」の必要はないと述べた。(3/25環球時報、商務部、3/29外交部) 

□王受文・商務部副部長は 25日、RCEPメンバー国は年内に承認業務を完成させ、2022年 1月 1日から正

式に発効・実施することを目指しており、約 2カ月ごとに RCEP臨時連合委員会会議を開催し、承認業務に

関する進展を報告し合うことを決定していると述べた。また、昨年の中国から RCEP メンバー国への輸出

は、輸出総額の 27％(7,007億米ドル)に達し、メンバー国からの輸入は、輸入総額の 37.8％(7,779億米ド

ル)と紹介した。また、中国の外資利用の 10％が RCEPメンバー国からの投資であり、RCEP発効後は中国の

輸出の 30％近くがゼロ関税の待遇を受けることができると指摘した。更に、サービス貿易の開放について、

6年以内に現行のポジティブリストからネガティブリストの方法に転換させると紹述べた。（3/25商務部） 

□姜峰・海関総署関税徴収管理司司長は 25 日、RCEP 協定は初めて輸出業者による原産地の自己申告制度

を大規模に実施し、輸出企業は原産地の自己申告により関税税率の軽減措置を受けることができ、ビザ機

関に証明書を申請する必要がなくなると説明した。（3/26経済日報 p3） 

□商務部は 26 日、ダンピング行為があったとして、オーストラリア産のワインに対し、28 日からアンチ

ダンピング関税を課す最終決定を発表した。税率は 116.2％～218.4％。（3/29国際商報 p1） 

※本紙の出典は『人民日報』、『経済日報』、『国際商報』、『中国経済時報』、『China Daily』他。 


