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中国経済週報（2021.4.8～2021.4.14） 
 

在中国日本大使館経済部 

１ 党中央の動き                       
東西協力・指定地域支援に関する重要指示 

●8 日、全国東西協力・中央機関指定地域支援推進会議(注)が開催された。会議で伝達された習

近平・総書記の重要指示は概要以下のとおり。 

(1)東西協力・指定地域支援は、地域協調発展・共同富裕を促進する重大政策である。貧困脱却

の成果を押し拡げ、農業農村の現代化を加速させ、郷村振興を全面的に推進せねばならない。 

(2)東西ペア支援関係を整備し、産業協力を強化し、資源の相互補完を図り、人材交流を進める。 
 (注)寧夏回族自治区の銀川で開催。胡春華・副総理が出席し、産業移転の推進や市場協力の強化等を強調した。会議では東西協力
取り決めの調印式が行われ、協力活動の状況が報告された。寧夏・北京・江蘇・福建・広東・貴州・甘粛の責任者が出席した。 

国務院常務会議が開催 

●7 日、李克強・国務院総理は国務院常務会議を開催した。主な内容は以下のとおり。 

(1)ネット接続の高速化と料金引下げの取組に関し、5Gとギガビット光ファイバー網の

整備を推進する。年内にギガビット光ファイバーのカバー世帯数を 2億以上にする。通

信企業は、中小企業向けブロードバンド回線の平均料金を更に 10％引き下げる。 

(2)医療制度改革を深化し、医療保険の適用範囲をより多くの慢性特殊疾患等に拡大す

る等の取組を進める。各省政府は 3 年前後の移行期を設けて改革目標を順次実現する。 

経済情勢座談会が開催 

●9日、李克強総理は経済情勢座談会を開催し、専門家・企業家から意見聴取した(注)。

出席者は①国際コモディティ価格の大幅上昇による企業コストの押上げ圧力が大きい、

②中小零細企業、貿易・旅行業の発展支援が必要と指摘。李総理は概要以下を述べた。 

(1)現在、国際環境の複雑さ・厳しさから新たな不確実性が増え、国内経済の回復も不

均衡である。経済情勢の分析では、前年同期比・マクロ経済データ・経済の全体的トレ

ンドに加え、前期比・市場主体の実感・新たな状況と問題を注視せねばならない。 

(2)政策を「急転換」せず、市場の期待形成を適正に導く。構造的減税を的を絞って実施

する。小規模零細企業への金融支援を強化する。不動産市場の安定的発展を維持する。 

(3)原材料等の市場調節を強化し、企業のコスト圧力を緩和する。大卒生等の就業ルー

トを拡大し、柔軟な就業を促進し、比較的十分な雇用と家計所得の増加を実現する。 
 (注)出席者は、張暁晶・社会科学院金融研究所所長、彭文生・中金公司首席エコノミスト、馬彬・中国中小企業協
会専務副会長、広州白雲電器集団・浙江中国小商品城公司・トリップドットコムの責任者等。 

２ マクロ経済・金融関連等                  
金融安定発展委員会会議が開催 

●8日、劉鶴・国務院副総理は、国務院金融安定発展委員会第 50 回会議を招集した。会

議では、穏健な金融政策をしっかり実行し、人民元レートの合理的で均衡のとれた水準

での基本的安定を維持すること、物価の基本的安定を維持し、特にコモディティ価格の

動きを注視せねばならないこと等を強調した。また、地方金融機関のミクロガバナンス

と監督管理を強化し、市場化・法治化の原則に従い、良い金融機関によるリスクのある

金融機関の合併を奨励し、地域の金融需給構造の均衡を促進すること等を要請した。 

財政部が記者会見を実施 

●7日、王文漢・財政部部長助理が記者会見で、現代的財政・税制の確立を加速し第 14

次 5カ年計画の重点戦略・重点任務を着実に実施する旨を説明した。概要以下のとおり。 
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(1)収入面：所得政策の役割を効果的に発揮し、マクロ税負担は全体的安定を保つ(注 1)。 

(2)支出面：合理的な支出の強度を維持しつつ、メリハリをつけ重点を際立たせる(注 2)。 

(3)管理面：予算管理制度改革を深化し、財政資源配置と資金使用の効率を高める(注 3)。 

(4)調節面：財政調節と所得分配の機能を発揮させ、経済社会の発展を促進する(注 4)。 

(5)リスク面：発展と安全を統一的に計画し、財政の持続可能性を強化する(注 5)。 
 (注 1)地方税体系の改善と地方税源拡大、不動産税を含む直接税体系の改善、必要な減税・費用削減政策の実施等。 
 (注 2)基層レベルの財政保障、科学技術への投資拡大等。 
 (注 3)財政資源の統一管理の強化、財政資金直通メカニズムの整備・拡大等。 
 (注 4)中期財政計画による管理強化、各段階での所得分配の調節による共同富裕推進等。 
 (注 5)地方政府債務限度額の確定、債務返済能力の評価などの仕組みの整備等。 

海南省における規制緩和措置が発表 

●8日、発改委・商務部は、海南自由貿易港の建設に向け、5分野 22項目の規制緩和措

置を発表した。生産要素の移動を促し、国際的に比較優位のある産業を育成するもの。 

(1)医療：オンライン処方薬販売の展開、医薬品開発業務受託機関(CRO)への参入緩和、

国産ハイエンド医療設備・ハイエンド美容医療の発展、医療健康産業発展基金の設置等 

(2)金融：金融サービスの対外開放、農業の全産業チェーン構築への金融支援等(注) 

(3)文化：国際芸術品交易センター建設、文化芸能・ネットゲーム産業の発展支援等 

(4)教育：大学による海南での科学研究成果の応用・国際学部設立の支援等 

(5)その他：新エネ車充電施設の統一手配、宇宙産業・航空業・スポーツ・種業の参入緩

和、農村観光とレジャー農業の展開等 
 (注) 9 日、人民銀行等金融４当局は、「金融が海南島の改革開放の全面的な深化を支援することに関する意見書」
を公表した。海南島企業の債券発行業務を支援したり、一定の資格を有する海外投資事業有限組合を設立し、一定の
ルールの下で自由に送金をすることを認めたりする等、海南島の金融サービスの対外開放を進める内容。 

３ 産業・科学技術関連等                        
アリババグループ、アントグループをめぐる最近の動向 

●10日、国家市場監督管理総局は、アリババが自社プラットフォーム上で販売を行う事

業者に対して他社プラットフォームに出店しないよう要求した行為が独占禁止法に違

反するとして、アリババに対して違法行為の停止及び行政制裁金 182 億 2,800 万元(約

3,000億円、同社の 2019 年度国内売上額の 4％に相当)を命ずる行政処分を行った。 

●12 日、人民銀行等金融当局によるアントグループに対する 2 回目の行政指導が行わ

れたと公表された。今回明らかになったアントグループの改善計画は、①支付宝と「花

唄」「借唄」等との不適切な紐づけを切断すること、②金融持株会社設立申請を行い、金

融活動に従事するあらゆる機関を金融持株会社に組み入れること、③自主的に「余額宝」

の残高を引き下げること等で、昨年末の第 1回面談時の要求事項を具体化した内容。 
 (注)「花唄」「借唄」：消費者ローンサービス。「余額宝」：支付宝(アリペイ)を介して提供される投資信託商品。 

フレキシブルワーカーの職業災害保険問題に関する報道  

●7 日、CCTV は、法令上の労働者に該当しない「フレキシブルワーカー(注 1)」などを職

業災害保険の適用外にしておくべきでないとする特集を放送した。概要以下のとおり。 

(1)出前サービスや宅配サービスなどに従事する者は、時間に追われ急いで交通事故に

遭う例も見られ、労働者に該当しない場合、事故に遭っても公的労災補償が得られない。 

(2)広東省は、省レベルで初めて、出前サービス・宅配便・オンライン配車サービス等新

業態を含む 8種の就業者を幅広く労災保険の対象とする弁法を 4 月 1日から施行(注 2)。 

(3)専門家によれば、経済の発展した広東省ではこうした対応が可能だが、経済の発展

していない地域では、先進事例も見つつ自らの条件にあった形で政策を講じていくべき。 
(注 1)中国語では「霊活就業人員」(いわゆるギグワーカー等)。本年の政府活動報告では、新たな就業形態の発展を
支援・規範化し、業務災害補償の導入試行を急ぐとした。李総理は 3 月 11 日の記者会見で、フレキシブルワーカー
が現在 2 億人以上まで増加し、彼らに社会保険の補助金を与え、基本的な権益保障を提供すべき等と述べた。 
(注 2)広東省は上記弁法を 1月 15 日に公表。なお、強制加入制度ではなく、企業による任意加入に基づく制度。 
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中国科学院が日中共同研究による宇宙線観測結果を発表 

●3月 31日、中国科学院高エネルギー物理研究所は、同研究所と東京大学宇宙線研究所

など日中の研究機関から成る国際共同研究グループがチベット自治区羊八井高原(標高

4,300m)に建設した観測装置による実験によって、史上最高のエネルギーを持つガンマ

線が天の川方向に沿って分布していることを観測したと発表した。これにより、宇宙線

をペタ(1015)電子ボルト以上に加速している天体「ペバトロン」が、過去または現在に

銀河系に存在するという世界初の決定的な証拠を得た。羊八井における観測では、スー

パーカミオカンデの技術を活用した観測装置が用いられた。 
 (注)本研究は、日中両国政府の日中科学技術協力委員会の枠組で認定・採択された共同研究プロジェクトであり、
高エネルギー物理研究所での成果発表会には日本大使館等の関係機関も出席。日米でも同時に会見が開催された。 

４ 対外経済関連                      
習主席がメルケル首相と電話会談 

●7日、習近平・国家主席はメルケル・独首相と電話会談を行い、概要以下を述べた(注)。

(1)中独の実務協力は、新型コロナの影響や他の要因の妨害を乗り越え、安定を図りつ

つ前進し、中国は 5年連続で独の最大の貿易パートナーとなった。 

(2)独企業を含む各国企業が、中国の新たな開放発展のチャンスを共有することを望む。

中国の発展は EUにとってチャンスであり、EUが自ら正しい判断を下すことを望む。 
 (注)メルケル・独首相は、意見の違いのある議題を含め、両国関係の各分野について対話を行うことの重要性を強
調した。両者は、まもなく行われる中独政府協議を利用し、両国協力の業務を深化すべきと一致した。 

李総理が米国商工会との対話会に出席 

●13日、李克強総理は、米国商工会代表との対話会(注)に出席し、概要以下を述べた。 

(1)米中は、双方の核心的利益を尊重し、対話を強化し、実務協力を拡大し、相違点を適

切に管理し、両国関係を全面的安定に向かわせるべき。 

(2)昨年の多重ショックの下でも 2 国間の貿易額が逆に伸びたことは、双方の協力に存

在するチャンスを客観的に示している。共通利益のパイの拡大を通じて協力を促進し、

産業チェーン・サプライチェーンの安全・安定を擁護するよう希望する。 
 (注)テレビ電話形式で、ポールソン・元米財務長官が主宰。米中ビジネス評議会(USCBC)および 20 社余りの多国籍
企業の代表等が出席。アレン・USCBC 会長は以下を強調した。①米中関係の新時代は、経済競争によって定義づけら
れるが、率直なコミュニケーションによって、対立のリスクを相殺できる。②中国側が発表した経済改革アジェンダ
を完全に実施し、米中第一段階合意の約束の履行が重要で、米国の新政権に好意的な姿勢を体現するものとなる。 

ケリー・米大統領特使(気候変動問題担当)が上海を訪問 

●14 日、生態環境部は、ケリー・米大統領特使(気候変動問題担当)が 14-17 日に訪中

し、この間、解振華・中国気候変動事務特使がケリー特使と上海にて会談し、米中気候

変動協力、COP26等について意見交換する予定と発表した。 

福島原発 ALPS処理水の処分に向けた基本方針 

●日本政府は 13日、関係閣僚会議で福島第一原子力発電所の ALPS 処理水の処分を海洋
排出により行う方向で必要な準備を進めるという基本的な方針を決定した。海洋放出は、
原子力規制委員会による必要な許認可を取得した上で、約 2年後を目処に開始される予

定。実際の放出に際しては、国際基準及び国際慣行に沿う形(注)で実施され、基本方針の
記載どおり、環境及び人の健康と安全への影響を最大限配慮し、放出前及び放出後にお
けるモニタリングを拡充・強化するとともに、環境影響に関する情報を随時公表するな
ど、高い透明性をもって対応する。13日、外交部は、基本方針の決定に対して、重大な
懸念を表明したとの報道官談話を発表した。 
 (注 1)IAEA(国際原子力機関)のグロッシー事務局長(13 日ビデオメッセージ)：処理水の処分方法の発表を歓迎。IAEA は計画の安
全かつ透明性を持った実施をレビューする技術的支援を提供する準備がある。日本が選択した処分方法は、技術的に実現可能であ
り、国際慣行に沿うもの。海洋放出は、世界各地で稼働中の原子力発電所から日常的に行われている。 
 (注 2)OECD/NEA(経済協力開発機構/原子力機関)マグウッド事務局長(13 日プレス声明)：処理水処分に関する決定は、廃炉に向け
た極めて重要なステップ。この技術的選択肢は、広範で科学的なコンセンサスを反映したもの。本決定が、安全性を最優先とし、
科学的・技術的根拠に基づいて行われれば、それは世界の経験知識の一部となる。 
 (注 3)基本方針：https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hairo_osensui/dai5/siryou1.pdf 



4 

 

 

５ 各種統計の公表                     
 

●3月物価～CPIは前年同月比 0.4％上昇、PPIは同 4.4％上昇(9 日 国家統計局発表) 

 

●3月自動車販売～前年同月比 74.9％増(9日 自動車工業協会発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 CPI（消費者物価指数） PPI（工業生産者物価指数） 

前年同月比(%) 前月からの変化(pt) 前年同月比(%) 前月からの変化(pt) 

3月 0.4 +0.6 4.4 ＋2.7 

 フランス 

台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 

3月 0.7 0.4 ＋0.1 

 自動車販売台数 

台数(万) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

3月 252.6 +74.9 ▲289.9 

1-3月 648.4 +75.6 1-2月比▲0.6 

  乗用車販売 商用車販売 

台数(万) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 台数(万) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

3月 187.4 +77.4 ▲332.5 29.9 +68.1 ▲178.1 

1-3月 507.6 +75.174.0 1-2月比+1.1 140.8 +77.3 1-3月比▲8.9 

  新エネ車販売 

台数(万) 前年同月比(%) 前月からの変化(pt) 

3月 22.6 +238.9 ▲345.8 

 

 
純電気自動車販売 プラグインハイブリッド車販売 

台数(万) 前年同月比(%) 前月からの変化(pt) 台数(万) 前年同月比(%) 前月からの変化(pt) 

3月 19 +250 ▲330 3.6 +190 ▲400 

 

 米 国 韓 国 

台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 

3月 19.4 10.3 ＋0.8 4.7 2.5 横ばい 

 

 

 外資系ブランドの乗用車販売台数及びシェア 

日 本 ドイツ 

台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 

3月 39.8 21.2 横ばい 46.4 24.8 ＋2.3 
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●3月貿易～単月貿易総額は前年同月比34.2％増、輸出が30.6％増、輸入が38.1％増。

1-3月貿易総額は前年同期比38.6％増、輸出が49％増、輸入が28％増（13日 海関総署

発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 中国の貿易 

貿易総額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

貿易収支額 

(億ドル) 

3月 4,684.7 34.2 1-2月比▲7 138 

1-3月 13,036.2 38.6 1-2月比▲2.6 1,163.5 

 中国の貿易 

輸出額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

輸入額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

3月 2,411.3 30.6 1-2月比▲30  2,773.4 38.1 1-2月比+15.9 

1-3月 7,099.8 49 1-2月比▲11.6 5,936.2 28 1-2月比＋5.8 

 
 日中間の貿易 

貿易総額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

貿易収支額 

(億ドル) 

3月 327.8 19.9 1-2月比＋15.9 ▲57.1 

1-3月 863.5 29.3 1-2月比▲6.5 ▲88.8 

  日中間の貿易 

輸出額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

輸入額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

3月 135.4 7.6 1-2月比▲40.1 192.5 30.4 1-2月比+3.6 

1-3月 387.2 30.6 1-2月比▲17.1 476.3 28.3 1-2月比＋1.5 

 
 米中間の貿易 

貿易総額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

貿易収支額 

(億ドル) 

3月   559.5   59.5 1-2月比▲21.8 213.7 

1-3月 1,657.3 73.1 1-2月比▲8.2 726.4 

 
 米中間の貿易 

輸出額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

輸入額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

3月 386.6  53.3 1-2月比▲34  172.9 75.1 1-2月比＋8.7 

1-3月 1,191.8 74.7 1-2月比▲12.6 465.5 69.2 1-2月比+2.8 

 



6 

 

■ ：日本関連記事 

1.概況・マクロ経済政策 

□習近平・総書記はこのほど、東部・西部の協力連携と指定地域支援の取組深化に関する重要指示を発出

し、地域協調発展・共同富裕の推進のため、農業農村の現代化を加速させ、郷村振興を全面的に推進せね

ばならないと強調した。同日、「全国東西協力・中央機関指定地域支援推進会議」が寧夏回族自治区の銀川

で開催され、胡春華・副総理が出席し、産業移転の推進・市場協力の強化等を強調した。会議で東西協力

取り決めの調印式が行われ、協力活動の状況が報告された。寧夏、北京、江蘇、福建、広東、貴州、甘粛

の責任者が出席・発言した。（4/9人民日報 p1） 

□習近平・総書記は 9日、インターネット詐欺犯罪の取締り任務に関する重要指示を発出した。金融・通

信・インターネット等業界の監督管理主体としての責任を徹底し、法律・制度建設を強化し、社会の防犯

宣伝と教育を強化し、国際的な法執行の協力を推進し、同種の犯罪が多発する情勢を断固として防止し、

高い水準の平安中国、法治中国を建設するため新たなより大きな貢献をすべきと強調した。(4/9新華網) 

□李克強・国務院総理は 7日、国務院常務会議を招集した。会議は、近年のネット接続の高速化と料金引

下げは、生活の質向上と企業のコスト低下を支える役割を果たし、就業・起業、デジタル経済の発展と新

たな原動力の成長を促していると指摘し、今後の取組として、５Ｇ・ギガバイト光ネットワークの構築と

活用の推進に注力する等とした。また、労働者基本医療保険の診療に関する共済保障メカニズムを構築・

健全化するための措置を決定し、国民の医療負担を軽減する方針を示した。（4/8人民日報 p1） 

□李克強・国務院総理は 9日、専門家(張暁晶・彭文生・馬彬等)と企業家(広州白雲電器集団・浙江中国小

商品城公司・トリップドットコム等)を招いて経済情勢座談会を開催し、当面の経済運営と今後の取組につ

いて意見聴取した。出席者は、国際大口商品価格の大幅な上昇が企業コストを押し上げる圧力が大きい等

と指摘し、中小零細企業、貿易・旅行業の発展支援等について意見を述べた。李総理は、国内経済の回復

が不均衡であり、経済情勢の分析においては、前年同期比に加え前期比も見ること、マクロ経済データに

加え市場主体の実感も考慮すること、経済の全体的状況に加え新たな状況・問題に注目することが必要と

強調した。（4/12人民日報 p1） 

□発改委、商務部は 8日、海南自由貿易港の建設を支援し、医療や金融、文化など 5つの分野で市場参入

の規制緩和措置 22項目を打ち出す方針を示した。医療分野 7項目(インターネット処方薬販売、海南国産

化ハイエンド医療設備のイノベーション発展、医薬品市場参入のサポート強化や医薬品開発業務受託機関

(CRO)の全面的な参入制限緩和等)、金融分野 2 項目(金融業の海南における発展、農業全生産チェーン発

展サポートの試行)、文化分野 4項目、その他 6項目(海南の商業宇宙分野の市場参入環境の最適化)等。ま

た、9日、人民銀行等金融４当局は、「金融が海南島の改革開放の全面的な深化を支援することに関する意

見書」を公表した。海南島企業の債券発行業務をサポートしたり、一定の資格を有する海外投資事業有限

組合を設立し、一定のルールの下で自由に送金をすることを認めたりするなど、海南島の金融サービスの

対外開放を進める内容となっている。（4/9経済日報 p3、4/11金融時報） 

□国家統計局が 9 日発表した 3 月の消費者物価指数(CPI)は前年同期比＋0.4％(前月から＋0.6pt)、前月

比▲0.5％(▲1.1pt)となった。3月の生産者物価指数(PPI)は前年同期比 4.4％(＋2.7pt)、前月比＋1.6％

(＋0.8pt)となった。（4/12国際商報 p2） 

□国家税務総局が 7 日発表した増値税領収書データによると、清明節連休(4/3-5)の消費市場は活況であ

り、全国小売業売上高は前年同期比＋17.8％、2 年平均＋10.9％となった。うち宿泊業は前年同期比＋

91.5％(2 年平均＋6％)、外食産業は前年同期比＋81.7％(2 年平均＋8.5％)となり、2019 年の水準を超え

た。（4/8経済日報 p3） 
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2.財政 

□財政部は 3月 30日、水利部および農業農村部と協議した上で、農業生産支援金と水利救済資金と

して中央財政から 12億元を捻出したと発表した。（4/7人民日報 p4） 

□財政部がこのほど発表したデータによると、第 1 四半期、地方政府による再融資債券の発行額は

8,757億元に達し、地方政府の債券発行額全体の 96％を占めた(2020年の再融資債券発行額は 681億

元、地方政府の債券発行額に占める比率は 4％)。新規地方債の発行額は 346億元、うち、新規特別債

の発行額が 150億元だった。(4/12経済日報 p8） 

□7日、G20財務省・中央銀行総裁会議がテレビ電話形式で行われ、世界経済情勢とリスク、G20行動

計画の更新や最脆弱国への援助などについて話し合いが行われた他、IMFの 6,500億ドルの特別引き

出し権増発案の呼びかけが行われた。劉昆・財政部部長と易鋼・人民銀行行長が出席し発言した。易

行長は持続可能な金融研究グループがワーキンググループに格上げされたことを歓迎し、議長国イタ

リア、米財務省連合首席、G20のメンバーとともに持続可能な金融を推し進める等と述べた。(4/8財

政部、人民銀行) 

□欧文漢・財政部部長助理は 7日に開催された国務院新聞弁公室の記者会見において、現代的財政・

租税体制の構築を加速し、財政機能の役割を積極的に発揮させ、「第 14次五カ年計画」の重要戦略と

重点任務が着実に実行され、実効を得ることを確実に保障すると述べた。また、同会見では段階的な

減税と費用削減政策の秩序ある退出、財源の統一的管理など予算管理制度の改革の方針、科学技術イ

ノベーションや製造業を支援するための措置地方の税源を育成し、直接税の比率を徐々に引き上げる

など、地方税と直接税の制度を改善し、構造を最適化し、健全な税制を確立する方が示された。(4/7

国務院新聞弁公室、4/9人民日報海外版 p3)。 

 

3.金融・為替 

□劉鶴・国務院副総理は 8日、金融安定発展委員会の第 50回会議を招集した。会議は穏健な金融政策を実

行し、人民元レートが合理的な水準で基本的に安定するよう維持し、物価の基本的安定、特に大口商品の

価格の動きに注意しなければならないと強調した。また、地方金融機関のミクロガバナンスと金融監督管

理などの業務の強化を検討し、一部の地方金融機関のリスクが顕在化しており、高度な重視が必要等と指

摘し、経営状態が良好な地方金融機関によるリスクある地方金融機関の合併促進等を打ち出した。(4/8中

国政府網) 

□人民銀行は 12 日、3 月末のマネーサプライ M2 は前年同月比＋9.4％(前月比▲0.7pt)、3 月末時点の新

規人民元貸出額は前年同期より 1,039 億元少ない 2.73 兆元であったと発表した。また 1-3 月期の新規社

会融資総額は前年同期より 8,730 億元少ない 10 兆 2,400 億元となった。同日行われた記者会見では、全

体的に流動性は合理的で十分であり、マネーサプライと社会融資規模の成長率は経済成長に見合ったもの

との見方が示された。また、2020年の商業銀行の利益は 2.7％減少する一方、製造業などの貸付期限超過

率と超過額が減少したと述べた。（4/12人民銀行） 

□7日の国家外貨管理局発表によれば、3月末の外貨準備高は前月比▲1.09％(▲350億ドル)の 3兆 1,700

億ドルとなった。（4/8人民日報 p11） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□中国鉄道上海局グループ有限公司によると、1-3 月に長江デルタ地域から出発した「中欧班列」の本数

は前年同期比＋70.2％の 618本であった。（4/7国際商報 p1） 

□2021年上海グローバル投資促進大会が 7日に上海で開催された。総投資額 4,898億元に上る 216件の重



8 

 

大産業プロジェクトが集中的に締結された。（4/8人民日報 p11） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□国家市場監督管理総局は 10 日、アリババグループに対し、プラットフォームのビジネスユーザーに対

して二者択一を迫る独禁法違反行為（市場支配的地位の濫用）を停止するよう命じ、2019年の国内売上額

4,557億 1,200万元の 4%にあたる 182億 2,800万元の制裁金を科すことを決定した。また、プラットフォ

ーム企業の主体責任を厳格に実行することをめぐり、内部管理とコンプライアンスの強化、公平競争を維

持し、プラットフォーム内の企業と消費者の合法的権益を守るために全面的整理を行い、3 年間市場監督

管理総局に自己調査コンプライアンス報告を提出することを要求する行政指導書を出した。(4/10 市場監

督管理総局) 

□12日、人民銀行・銀保監会・証監会・外為管理局などの金融管理部門は再度アントグループとの面談を

行った。潘功勝・人民銀行副行長は、プラットフォーム経済の健全で持続可能な発展を推し進めるため、

不当な競争行為や情報の独占を是正し、持株会社として金融活動が監督管理を受けること、厳格なプルー

デンス管理を行うこと、重要なファンド商品の流動性リスクを管理するなどの整理方案をしっかりと実施

し、業務の連続性と企業の正常な経営を維持しながら、引き続き金融サービスのレベルを引き上げるよう

求めたと述べた。(4/12人民銀行) 

□商務部は、電子商取引の法治建設の一層の深化に関し、トップダウン設計を強化し、B2Cの ECプラット

フォームやライブ EC等の関連業種における基準制定の加速など制度建設を整備し、｢電子商取引企業の信

用档案評価規範｣を実施し、市場主体の信用制度への参与を促し、全国の電子商取引公共サービスプラット

フォームに依拠し、情報公開を進めること等の方針を示した。(4/8商務部) 

□商務部等の 8部門は 3月 30日、「全国サプライチェーンのイノベーションと応用モデル創設任務に関す

る通知」を発表し、モデル建設任務の手配を行い、5 年間で全国のサプライチェーンイノベーションと応

用のモデル都市とモデル企業を育成することを目指すとの方針を明らかにした。(4/1商務部) 

□商務部はこのほど、「国家加工貿易産業パーク申告認定の実施に関する通知」を配布し、全国に複数の国

家加工貿易産業パークを建設・育成する方針を示した。今回は中西部地域を中心に認定を行うとしている。

（4/8国際商報 p1） 

□単立坡・中国中小企業発展促進センター主任はこのほど、第一回「全国中小企業発展環境最適化フォー

ラム」で、「新型コロナの衝撃を受けたが、一連の支援策の実施に伴い、大部分の地域の経済運営が安定化

し、中小企業の発展環境が改善・好転に向かう流れに変化はない」との見方を示した。（4/7人民日報 p18） 

□中国自動車工業協会は9日、3月の中国の新車販売台数は＋73.6％、2019年同期比＋1.8％の252万6,000

台であったと発表した。(4/9中国自動車工業協会) 

□公安部によると、中国の自動車保有台数(二輪を除く)は本年 3月末時点で 2億 8,700万台に達し、自動

車運転免許の保有者数は 4億 6,300万人となった。また、本年 1-3月の自動車の新規登録数は前年同期比

＋63.3％の 750万台、オートバイの新規登録数は前年同期比＋88.6％の 203万台、全車種の合計新規登録

数は前年同期比＋67.3％の 966万台となった。（4/7人民日報 p1） 

□8 日、北京東方時尚新エネ・スマート教習基地が正式に開始した。全国の教習業界モデルチェンジアッ

プグレードの重要措置として、当該基地は新エネ・スマート教習車 1,000台以上を投入するとともに、充

電スポット 1,049個を導入している。(4/9人民日報海外版 p2) 

 

6.農業・農村 

□李克強・国務院総理は 7日、国務院令を発し、改定版「食糧流通管理条例」を公表した。同条例は糧食
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流通管理を強化し、糧食の買収・貯蔵・販売・加工等を秩序立てて行うことを目的としている。また、行

政簡素化改革の精神を貫徹し、食糧購買資格の許可を取り消し、省・自治区・直轄市が食糧安全について

党・政府がともに責任を負わねばならないことが明記された。同条例は 2021年 4月 15日から施行される。

（4/8人民日報 p2） 

□国家食糧物資備蓄局はこのほど、2021 年度の小麦栽培面積は昨年より 20 万 ha 増加するとの見通

しを明らかにし、飼料用小麦の使用量増加による食用小麦への影響は限定的との見方を示した。（4/7

経済日報 p12） 

□農業農村部によると、2018 年｢農村居住環境整備 3 年行動計画｣の実施以来、中国の農村地域にお

ける衛生的なトイレの普及率は毎年約 5％ずつ上昇し、2020 年末時点で 68％に達し、累計 4,000 万

世帯以上の農家のトイレが新たに改造された。（4/8人民日報 p13） 

□このほど開催された中国農業サービス者大会において、現在、農業関連サービスを提供する組織の

数は 90万社を超え、サービスを受けた耕地面積は延べ 1億 1,000万 ha、裨益対象の農家は 7,000万

戸余りに上るとのデータが示された。（4/9経済日報 p11） 

 

7.労働・社会保障 

□11日、国家衛生健康委員会報道官は、10日までの新型コロナワクチン接種数は延べ 1億 6,447万 1,000

回と紹介した。また、一部地域で単純化、ひいては画一的に全員に接種を強制する状況が現れていること

に対し、断固是正すべきと述べた。 (4/11新華網) 

□北京市衛生健康委員会はこのほど、4月 6日 16時時点で、北京市でワクチンの接種人数は 1,080万 5,300

人、接種回数は延べ 1,724万 3,400回だったと発表した。（4/7人民日報 p2） 

□王海東・国家衛生健康委員会老齢健康局局長は 8 日、現在の中国の高齢者介護状況について、「約 90％

が自宅、約 7％が社区、約 3％が施設で老後生活を送っている」と紹介した。また、条件を備えた末端医療

衛生機関の介護ベッド増設を奨励し、民間機構による介護と医療サービスの提供を支援する方針を示した。

（4/9経済日報 p3） 

□広東省人力資源社会保障部門はこのほど、出前サービス・宅配便・オンライン配車サービス等のフレキ

シブルワーカー等 8種の就業者(ボランティア、研修生、見習いを含む)を、労災保険の対象に取り込む弁

法を公布した(4月 1日より実施)。(4/7中央電視台) 

□人力資源社会保障部はこのほど、｢2021年全国業界職業技能競技に関する通知｣を発表した。今年は、224

の職業(職種)に関わる一類職業技能大会 10項、二類職業技能競争 77項が行われるとともに、全国郷村振

興職業技能大会、全国新職業技能大会などの特定競技も行われる予定。(4/8人民日報海外版) 

 

8.環境・エネルギー 

□韓正・国務院副総理は 8日、北京において開催された全国緑化委員会全体会議に出席し、第 14次五カ年

計画期間中および 2021 年度の緑化重点任務について手配を行い、国土緑化事業を科学的に推進するよう

求めた。（4/9人民日報 p1） 

□党中央と国務院の批准を経て、中央生態環境保護監査チームが近日、山西省、遼寧省、安徽省、江西省、

河南省、湖南省、広西自治区、雲南省の 8つの省・自治区に入り、2巡目第 3弾中央生態環境保護監査査

察を行う。（4/7人民日報 p15） 

□住宅・城郷建設部は 8 日、2022 年には都市部の新建築物に占めるグリーン建築物の割合は 70％に達す

るとの見通しを明らかにした。（4/9経済日報 p1） 
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9科学技術・イノベーション 

■3月 31日、中国科学院高エネルギー物理研究所は、同研究所と東京大学宇宙線研究所など日中の研究機

関から成る国際共同研究グループがチベット自治区羊八井高原(標高 4,300m)に建設した観測装置による

実験によって、史上最高のエネルギーを持つガンマ線が天の川方向に沿って分布していることを観測した

と発表した。これにより、宇宙線をペタ（1015）電子ボルト以上に加速している銀河系最強の天体「ペバ

トロン」が、過去または現在に銀河系に存在するという初めての決定的な証拠を得た。羊八井における観

測では、スーパーカミオカンデの技術を活用した観測装置が用いられた。(3/31 中国科学院高エネルギー

物理研究所、4/6科技術日報 p1等) 

□中国のソフトウェア企業「統信軟件」はハードウェアとソフトウェアの自給自足を目指し、国内で開発

されたチップに対応する国産 OSを開発している。「統信軟件」のデータによると、2020年時点で、同社は、

国内 100万台の PCに同社が開発した「統信 UOS」を提供している。（4/9経済日報 p11） 

 

10．主要国との経済関係 

□習近平・国家主席は 7日、要請に応じてドイツのメルケル首相と電話会談を行った。習主席は、両国の

経済関係について、｢中国は 5 年連続でドイツの最大の貿易パートナーとなり、中独協力の強靭性と潜在

力を体現した｣「中国はドイツ企業を含む世界各国の企業とともに、中国の新たな開放よりもたらす発展の

チャンスを共用することを望んでいる。ドイツ側が開放を維持し、両国企業の互恵協力拡大に一層の便宜

を図ることを希望する」と指摘した。（4/8人民日報 p1） 

□李克強・国務院総理は 7日、オヨーンエルデネ・モンゴル首相と電話会談を行った。李総理は、「中国は

モンゴルと環境保護や砂漠化の防止・整備対策などの面で協力したい」と表明した。（4/8人民日報 p2） 

■外交部報道官は 9日、日本政府が 13日の閣議で福島原子力発電所の処理水を海洋排出すると決定

する方針について、日本の原発事故による放射性物質の漏洩は、海洋環境や食品安全、人間の健康

に大きな影響を及ぼしており、日本政府は自国の国民、周辺国及び国際社会に対して強く責任を持

ち、福島原発のトリチウムを含む廃水の処理法による影響をしっかりと評価し、積極的、厳格、正

確、公開、透明な方法で適時情報を開示し、周辺国と十分に協議した上で慎重に政策を決定しなけ

ればならないと述べた。また 12日には、福島原子力事故はこれまでで最も深刻な原子力事故の一つ

であり、大量の放射性物質の流出により海洋環境、食品の安全および人類の健康にとって既に深遠

な影響が生じていると指摘するとともに、日本側は国際的な公共の利益に責任を持つべきであると

述べた。(4/9,12外交部) 

 

 

 

※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。 


