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中国経済週報（2021.4.29～2021.5.12） 
 

在中国日本大使館経済部 

１ 党中央の動き                       
中共中央政治局会議が開催 

●4月 30日、習近平・総書記は中共中央政治局会議を主宰し、当面の経済情勢と取組を

分析・検討した。概要以下のとおり。 

(1)現在の経済回復は不均衡で、基礎が強固ではない。安定成長への圧力が比較的小さ

い最適期を活かし、経済が安定の中で良い方向に向かうよう推進すべき。 

(2)マクロ政策の連続性・安定性・持続可能性を保ち、政策を急転換せず、時期・強度・

効果を把握し、経済運行を合理的区間に保つ。積極的な財政政策をきめ細かく実施し、

末端の「三保(基本民生・賃金・運営保障)」の最低ラインを守り、経済構造最適化への

テコ作用を発揮する。穏健な金融政策は、流動性の合理的余裕を保ち、実体経済・重点

分野・弱点部分への支援を強化する。人民元レートは合理的均衡水準で基本安定を保つ。 

(3)産業の最適化・高度化をけん引し、国家の戦略的科学技術力を強化し、工業インタ

ーネットを発展させ、産業のデジタル化を加速する。炭素ピークアウト・炭素中立への

取組を秩序よく推進し、新エネを積極的に発展させる。内需、製造業投資・民間投資の

早期回復を促進し、国家重大プロジェクトの用地等の保障に取り組み、共同富裕促進行

動綱要を制定し、都市・農村住民の所得を全体的に増やし、内需の持続的拡大を支える。 

(4)地方の主要指導者が責任を負って財政・金融リスクの処理体制を構築する。プラッ

トフォーム経済の監督管理を強化・改善し、公正な競争を促進する。 

(5)民生を保障・改善し、雇用優先政策を強化し、大卒生等の重点グループの就業をし

っかり行う。貧困脱却堅塁攻略の成果を打ち固め推し拡げ、郷村振興の中で貧困脱却人

口の生活を持続的に改善し、重要な民生商品の供給保障と価格安定を確保する。 

食糧安全等を巡る動き 

●4月 29日、第 13期全人代常務委員会第 28回会議は｢反食品浪費法｣を可決した(同日

施行)(注)。食品の浪費を防止し国家の食糧安全を保障するためとし、以下等を規定した。 

(1)飲食店は客が適量を注文するよう促さなければならない。食べきれない量の注文を

誘導し、関係部門の警告に従わない場合、1千元以上 1万元以下の罰金を科す。 

(2)食品生産経営者が食品の生産経営過程で深刻な食品の浪費を引き起こし、関連部門

の警告に従わない場合、5千元以上 5万元以下の罰金を科す。 

(3)暴飲暴食など食品を浪費する番組や動画の発信に関わり、関係部門の警告に従わな

い場合または深刻な状況の場合、1万元以上 10万元以下の罰金を科すとともに、業務停

止や責任者の法的責任追及を行い得る。 

●5月 6日、李克強・国務院総理は国務院常務会議を主宰し、食料生産の安定発展を更

に促進し、食料安全保障能力を効果的に向上させる措置を手配し、以下を強調した(注)。 

(1)安定した穀物生産のために、農家を経済的に支援する。 

(2)供給と価格の安定を確保するために、穀物の取得、備蓄、市場規制を行う。 

(3)耕地の保護と品質の改善を強化する。 
 (注)この他、「郷村振興促進法」が可決された(6 月 1 日施行)。  
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２ マクロ経済関連                     
2020年の人口センサス調査が公表 

●5月 11日、国家統計局は第七次人口センサス調査の主要データを公表した。 
(億人、カッコ内は構成比) 

 総人口 14歳以下 15-64歳 65歳以上 

2010年 13.40 2.22(16.6％) 9.98(74.5％) 1.19( 8.9％) 

2019年 14.00 2.35(16.8％) 9.89(70.6％) 1.76(12.6％) 

2020年 14.12 2.53(17.9％) 9.68(68.5％) 1.91(13.5％) 

●国家統計局は、同日の記者会見で以下を述べた。 

(1)生育政策の調整により二人目の子供の割合は高まり(注)積極的な成果を挙げたが、育

児年齢女性数が持続的に減少する中で「二人目効果」が逓減し、2020年は新型コロナの

影響もあり、合計出生率は 1.3まで低下した。 

(2)現在データの整理・分析を進めており、今後更に多くの方式でデータを公表する。 
 (注)生育政策の調整：2016年以降、一組の夫婦につき子ども二人までを合法としたこと(いわゆる「二人っ子政策」)。
二人目の子どもの割合の推移：2013 年 30％、2017 年 50％、以後 40％台。 

2020年の農民工調査が公表 

●4 月 30 日、国家統計局は農民工モニタリング調査を公表した。2020 年末時点の農民

工は前年比▲1.8％の 2.86 億人と、2008 年の調査開始以来初の減少となった(注)。うち

外地農民工は 1.70 億人(前年比▲2.7％)、戸籍地農民工は 1.16 億人(前年比▲0.4％)。 
 (注)要因として以下が指摘されている。①労働人口の減少傾向 ②農民工の高齢化 ③新型コロナを受けた地元就業。
16-20歳が占める割合は 1.6％で統計開始以来 12年連続の減少、21-30歳が占める割合は 21.1％で 10年連続の減少、
一方で 50 歳以上が占める割合は 26.4％で統計開始以来 12 年連続の増加。なお、就業先が第三次産業である割合は
51.5％で、同様の統計が確認できる 2013 年以降 7 年連続の増加。また、自分は就業地の人間だと考えている割合は
統計の確認できる 2016 年以降最大の 41.4％に達した。 

労働節連休期間中の観光関連データ 

●文化旅游部と交通運輸部は、労働節連休期間(5/1-5)中の観光関連データを発表した。 

(1)国内観光客：延べ 2.3億人(前年同期比＋119.7％、2019年同期の 103.2％相当)。 

(2)観光収入：1,132.3億元(前年同期比＋138.1％、2019年同期の 77％相当)。 

(3)交通機関利用者数：延べ 2.67 億人。1 日当たり平均旅客数は延べ 5,347.4 万人(前

年同期比＋122.2％、2019年同期の 100.3％相当)。 

３ 産業・金融関連                         
インターネットプラットフォーム企業を巡る動向 

●4月 28日、国家市場監督管理総局は、インターネットプラットフォーム企業等が独禁

法上の届出義務を履行せずに事業者集中を実施したとして、9件の行政処分を実施した

(各社に制裁金 50 万元)。嘉興創業環球有限公司(ディディの関連会社)とトヨタ自動車

による合弁企業の設立や、テンセントの持株会社による他社の株式取得等が含まれる(注)。 

●4月 29日、人民銀行等金融関連当局は合同で、テンセント・京東金融・バイトダンス

等インターネットプラットフォーム企業 13社に対し行政指導を行い、改善を要求した。 

(1)金融活動を全て金融監督管理に組み入れ、金融業務は必ず免許を得た上で行うこと。 

(2)条件に合う企業は、法に基づき金融持株会社の設立を申請すること。 

(3)インターネットによる預金・貸付・保険業務は慎重に展開しリスクを防止すること。 
 (注)インターネットプラットフォーム企業に対する同種の処分は昨年末から継続。合弁相手の日本企業も処分され
た例には、本年 3 月 12 日にディディとの合弁で届出をしていなかったとしてソフトバンクが処分された例がある。 
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鉄鋼産業を巡る動向 

●4月 28日、国務院関税税則委員会は、5月 1日から一部鉄鋼の関税を調整し、銑鉄・

粗鋼・再生鉄鋼原料などの製品に暫定的にゼロ関税率を実行する等(注)の決定を発表した。

中国鉄鋼工業協会によると、これにより鉄鋼産業のコスト削減・国内需給の改善・高品

質化・エネルギー消費量の削減に役立つとしている。 

●5月 6日、工業・信息化部は、改訂した鉄鋼業界の生産能力置換実施弁法を発表した。

大気汚染防止の重点地域では、淘汰する生産能力 1.5 に対して建設する生産能力を 1、

その他の地域の場合はこれを 1.2と 1と制限し、6月 1日から施行する。 
 (注)この他、珪素鉄・クロム鉄・高純度銑鉄などの輸出関税を引き上げるとともに、合金粉末などの鉄鋼製品に対
する輸出時の税還付措置を取り消す。 

４ 科学技術関連                          
宇宙ステーション建設の開始 

●4 月 29 日、中国は文昌発射場から長征 5 号 B ロケットによって中国独自の宇宙ステ

ーションのコアモジュール「天和」を打ち上げ、予定軌道への投入に成功した。今回は

宇宙ステーション建造のための初の打上げとなる。習近平・総書記は祝電を送り、「『天

和』の発射成功は、中国宇宙ステーション建造が全面的実施段階に入ったことを象徴し、

後続任務の展開に強固な基礎を築いた｣等とした。 

●5 月 9 日、中国有人宇宙プロジェクト事務室は、同ロケットの最終段が同日 10 時 24

分に大気圏に再突入し、落下区域が東経 72.47°、北緯 2.65°周辺の海域であり、大部

分のロケット部品は再突入の過程で溶解処分されたと発表した。 

量子コンピュータ開発の進展 

●中国科学技術大学の潘建偉院士のチームは、超伝導量子ビット数が世界最多 62 とな

る量子コンピュータプロトタイプ「祖沖之号」の開発に成功した。プログラミング可能

な 2 次元量子ウォークを実現したとし、研究成果は米科学誌サイエンスに発表された。 

５ 対外経済関連等                         
中国・EU投資協定を巡る動き 

●4月 28日、李克強・国務院総理はメルケル・独首相と第 6回中独政府間協議(オンラ

イン)を共同で主宰した。李総理は、中国は EUと共に投資協定の早期締結と発効を推進

し、中国・EU関係の健全で安定した発展を促進することを望む等と述べた。 

●5月 5日、ドムブロウスキス・欧州委員会上級副委員長は、中国に対する EUの制裁と

欧州議会議員をも対象にした報復制裁がある現状において、協定批准が実行できる状況

ではない等と述べた(注)。 

●5月 6日、中国外交部報道官は、関連の報道に注目しているとし、中国は EUとの意思

疎通と協力を維持し、協定の早期発効を推し進め、国際社会に中国と EU が開放型の世

界経済を擁護するという積極的シグナルを発出することを望む等と述べた。 
 (注)同日、同氏の広報官は、正式な停止の決定ではないとして、発言全体をツイッターに公開した。 

中豪戦略経済対話メカニズムの無期限停止 

●5月 6日、国家発展改革委員会は、中豪間の戦略経済対話メカニズムの下での一切の

活動を無期限停止するとの声明を発表した。外交部報道官は同日、豪側は両国の正常な

交流・協力の基礎を甚だしく破壊し、中国は必要かつ正当な反応をせざるを得ず、これ

に対する全責任を豪側が担うべき等と述べた。 
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６ 各種統計の発表                        
 

●4月貿易～単月貿易総額は前年同月比37％増、輸出が32.3％増、輸入が43.1％増。1-4

月貿易総額は前年同期比38.2％増、輸出が44%増、輸入が31.9%増(7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) 

4月 4,849.9 +37 3月比+2.8 428.5 

1-4月 17,894 +38.2 3月比▲0.4 1,579.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 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) 

4月 137.1 +0.4 3月比▲7.2 184.6 +25.5 3月比+5 

1-4月 524.3 +21.2 1-3月比▲9.4 661.0 +27.9 1-3月比▲0.4 

 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) 

4月   559.9  +35.7  3月比▲23.8 281.1 

1-4月 2,216.5  +61.8 1-3月比▲11.3 1,006.8 

 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) 

4月 420.5  31.2 3月比▲22.1 139.4  51.7 3月比▲23.4 

1-4月 1,611.7 60.8 1-3月比▲13.9 604.8 64.7 1-3月比▲4.5 

 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) 

4月 2,639.2 +32.3 3月比+1.7  2,210.6 +43.1 3月比▲5pt 

1-4月 9,737 +44 3月比▲5 8,157.9 +31.9 3月比＋3.9 

 

 

 

  

 

  

 

 

 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) 

4月 321.7 +13.4 3月比▲6.5 ▲47.1 

1-4月 1,185.3 +24.8 1-3月比▲4.5 ▲136.7 
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●4月製造業 PMI(NBS)～前月比 0.8ポイント減（4月 30日 国家統計局発表） 

 

 

 
 

 

 

●4月製造業 PMI(財新) ～ 前月比 1.3ポイント増（5月 1日 財新発表） 

 

 

 

 

●4月物価～CPIは前年同月比 0.9％上昇、PPIは同 6.8％上昇(11日 国家統計局発表) 

 

 

  

 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) 

4月 0.9 ＋0.5 6.8 ＋2.4 

4月製造業 PMI（財新） 

指数 51.9 

前月からの変化(pt) ＋1.3 

 

4月製造業 PMI(NBS) 

指数 
全体 大企業 中企業 小企業 

51.1 51.7  50.3 50.8 

前月からの変化(pt) ▲0.8 ▲1.0 ▲2.3 ＋0.4 
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■ ：日本関連記事 

1.概況・マクロ経済政策 

□4月 30 日、習近平・総書記は中共中央政治局会議を主宰し、当面における経済の情勢と取組につ

いて分析・検討を行った。会議は「当面の経済回復が不均衡であり、経済回復の基盤もまだ強固とは

言えない」と指摘し、「経済を回復させながら、よりハイレベルで均衡的な経済成長を実現していく

必要がある」等とした。会議はまた、第 3回全国土地調査結果を聴取した。（5/6国際商報 p1） 

□4 月 29 日、第 13 期全人代常務委員会第 28 回会議は「郷村振興法」、｢反食品浪費法｣などを可決

し、習近平・国家主席が主席令に署名した。（4/30経済日報 p2） 

□5 月 6 日、習近平・国家主席は海南省で開幕した第 1 回中国国際消費品博覧会に祝賀メッセージ

を送った。習主席は「海南自由貿易港の全面的な改革の深化と最高レベルの開放政策の試行を通じ

て二国間、多国間および地域の協力を深めていきたい」等と表明した。同博覧会の展示面積は 8 万

㎡、約 70の国と地域を含め国内外から 1,500社近い企業が参加した。（5/7人民日報 p1） 

□4月 27 日、李克強・国務院総理は国務院常務会議を主宰した。会議は、県レベル地域での商業体

系の構築を強化してスムーズな流通を促進し、農民の増収と農村部の消費を増やすための手配を行

ったほか、イノベーション・創業などの市場主体の活力をより掘り起こすため、知財分野における

行政簡素化改革に関する新たな措置を決定した。（4/28人民日報 p2） 

□5月 6日、李克強・国務院総理は国務院常務会議を主宰した。会議は、食糧の安定生産を更に促進

し、食糧安全の保障能力を確実に高めるための政策措置を手配した。また、「中華人民共和国会計審

議法（改正案）」を可決した。（5/7人民日報 p1） 

□5月 8日、李克強・国務院総理はシノケムホールディングスの成立大会に重要指示を発出した。同

社の再編・建設は国有経済構造と配置の最適化、農業現代化、化学工業市場競争力の増強にとって

重要な意義を有していると指摘し、リーディングカンパニーとしての役割を十分に発揮し、種子・

化学工業などの分野の核心技術堅塁攻略を強化し、産業チェーン・サプライチェーンの安定を維持

し経済社会の健全な発展持続の促進のために新たな貢献をすべき等とした。(5/8中国政府網) 

□4月 28 日、韓正・副総理は河北雄安新区を訪れ、京津冀共同発展指導グループ会議を主宰し講話

を行った。韓副総理は、雄安高速鉄道駅や付随施設の建設と運営状況等を聴取し、中国衛星網絡集

団有限公司(初めて雄安新区に登記する中央企業)の選定地を訪れ、同社と雄安新区管理委員会の契

約に立ち会った。韓副総理は、北京首都機能の分散という重要点をしっかり把握すべき等と強調し

た。(4/30経済日報 p2) 

□汪洋・全国政協委員長はこのほど、上海市と浙江省で現地のハイレベル科学技術人材の育成状況

を視察し、質の高い教育体系を構築し、国家の戦略的な科学技術力を更に強化するよう求めた。（4/29

人民日報 p1） 

□このほど、文化旅游部と交通運輸部は、労働節連休期間中の観光関連データを発表した。 

①国内観光客：延べ 2億 3,000万人(前年同期比＋119.7％、2019年同期の 103.2％相当)。 

②観光収入：1,132億 3,000万元(前年同期比＋138.1％、2019年同期の 77％相当)。 

③交通機関利用者数：延べ 2億 6,700万人。 

④1 日当たり平均旅客数：延べ 5,347 万 4,000 人(前年同期比＋122.2％、2019 年同期比＋0.3％)。

（5/6人民日報 p1、新華網） 

□中国銀聯によると、労働節連休期間中(5/1-5)の銀聯オンライン取引額は 6 兆 9,700 億元となり、

同期の過去最高を更新した。（5/7人民日報 p1） 
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□国家郵政局の観測データによると、今年の労働節連休中(5/1-5)の全国郵便宅配業の荷物引受け件

数は 26億件となった。配送件数は 13.4億件(前年同期比＋22.95％、2019年同期の 97.13％相当)と

なった。（5/7人民日報 p1） 

□5月 6日、オンライン配車サービスの滴滴は労働節連休期間のデータを発表した。ユーザーの配車

利用量は 2019年同期比＋30％となり、うち空港・駅・長距離バスターミナル往復の利用量は 2019年

同期比 25％増加した。人気の目的地は①北京三里屯太古里、②長沙五一広場、③杭州西湖景勝区、

④北京朝暘大悦城、⑤成都春熙路歩行街、⑥成都パンダ繁殖研究基地。 (5/6新京報オンライン) 

□4月 29日、統計局は中国の人口は 2020年に引き続き増加を維持しており、具体的なデータは第 7

回全国人口センサス公報で公表すると発表した。統計局の発表に先立ち、FT 紙は、中国のセンサス

調査は 12 月に完了しながらも北京が結果の公表を遅らせており、中国の人口は過去 60 年で初めて

減少して 14億人を下回る見込みである等と報じていた。5月 11日 10時の国務院新聞弁公室記者会

見で、センサスの主なデータ結果が発表される予定。(4/29統計局、4/28FT、5/9国務院新聞弁公室) 

 

2.財政 

□このほど発表された各地方政府の財政データによると、多くの地方政府の財政収入は、新型コロ

ナの影響が出る前の水準まで回復し、大部分の地方が 2桁成長を実現し、20％以上増えた地方政府

もあった。（5/5経済日報 p1） 

 

3.金融・為替 

□4月 29 日、人民銀行・銀保監会・証監会・外国為替管理局は、騰迅(テンセント)など中国の大手

インターネットプラットフォーム企業 13社に行政指導を行い、金融事業での改善を求め、オンライ

ン金融への監視を強化し、無秩序な資本拡大を防ぐ方針を示した。（4/30人民日報 p5） 

□「先物法(草案）」は、4月 26-29日に開催の第 13期全人代常務委員会第 28回会議での初審議を経

て、4月 29-5月 28日に意見募集が行われる。（4/29経済日報 p8、5/10中国人代網） 

□4月 30日、国有資産監督管理委員会(国資委)は、「金融デリバティブ業務管理の更なる強化に関す

る通知」を発表した。資産負債率が国資委の管理ラインを上回り、3年連続で経営赤字を出し、資金

が逼迫している子会社は、金融デリバティブ業務を展開できないとした。また中央企業が金融デリ

バティブ業務を展開する必要性の点検を要求した。(5/3 21世紀経済報道 p3) 

□国資委による「地方国有企業債務リスクの管理・抑制業務の強化に関する指導意見」と「地方の国

有企業債務リスクと管理・抑制状況の送付に関する通知」を受けて、各地の地方国有企業は 4 月上

旬に初めて債務データの記入を完了した。(4/30 21世紀経済報道 p7) 

□4 月 25 日、銀保監会は｢2021 年の小規模・零細企業への金融サービスの質の高い発展の更なる推

進に関する通知｣を発表し、小規模・零細企業への包摂的貸付の伸び率と件数の｢二つとも増加｣目標

を通年で引き続き実現すること等を要求した。(4/25銀行保険監督管理委員会) 

□人民銀行によると、3月の債券発行額は 6兆 2,000億元、うち国債は 4,640億元、地方政府債券は

4,771億 5,000万元となった。（4/28人民日報 p10） 

□人民銀行によると、1-3 月期末時点の中国の人民元建て・外貨建てのグリーンファイナンス残高

は、前年同期比 24.6％増の 13兆 300億元となった。（5/3人民日報 p2） 

 

4.貿易・海外直接投資 
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□4月 27日、商務部は、5月 21-23日に山西省太原市にて第 12回中部地域投資・貿易博覧会を開催

することを発表し、同地域における対外貿易と外資導入を更に推進していく方針を示した。商務部

のデータによると、中部地域の対外貿易額は 2020年時点で 3,872億 7,000万ドルに達した(2006年

時点では 535億 8,000万ドル)。（4/28国際商報 p1） 

□4月 28日、国務院関税税則委員会は、5月 1日から一部鉄鋼の関税を調整し、銑鉄・粗鋼・再生

鉄鋼原料などの製品に暫定的にゼロ関税率を実行するなどの決定を発表した。駱鉄軍・中国鋼協副

会長は、鉄鋼企業は発展観念を転換し、ローエンド製品の輸出を減少させ、高付加価値・ハイテク

実用価値のある製品の輸出を奨励し、市場のシェアを守るべきと指摘した。(4/29国際商報 p1、

4/30経済日報 p8) 

□4 月 28 日、商務部は｢両用物資輸出企業経営者による輸出管理内部コンプライアンスメカニズム

の建立に関する商務部の指導意見｣を発表した。29日、商務部報道官は、同意見は輸出経営者が内部

コンプライアンスを建立するための原則的手引きを示しており、実際の運用面から輸出経営者によ

り詳細な参考と手引きを提供するとともに、臨機応変さを兼ね備え、企業が自らの状況に合わせて

調整できるようにしているとした。(4/28、29商務部) 

□5月 7日、海関総署発表データによると、1-4月の貿易額は前年同期比＋28.5％、2019年同期比＋

21.8％の 11兆 6,200億元となった。（5/8人民日報 p1） 

□商務部によると、中国国際サービスアウトソーシング交易博覧会(第 12-14回、2021-23年)の主催

都市は武漢市に決定した。(4/28商務部) 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

■4月 28 日、国家市場監督管理総局は、インターネットプラットフォーム企業等が独禁法上の届出

義務を履行せずに事業者集中を実施したとして、9 件の行政処分を行った（各社に制裁金 50 万元）。

この中には、嘉興創業環球有限公司（ディディの関連会社）とトヨタ自動車による合弁企業の設立

や、テンセントの持株会社による株式取得などが含まれる。 (4/30市場監督管理総局) 

□4 月 28 日、上海モーターショーが閉幕した。完成車 1,310 台が公開され、うち世界初公開は 128

台、観客は延べ 81万人となった。(4/28上海国際汽車工業展覧会) 

□5 月 6 日、工業・情報化部は、改訂後の鉄鋼業界の生産能力置換実施弁法を発表した(6 月 1 日施

行)。該当する生産能力は、鉄鋼業界の生産能力置換に利用できなくなる(鉄鋼生産能力調整の対象

に列記された生産能力、奨励補助資金の援助を受け停止した生産能力、「スクラップ鉄鋼」生産能力、

遅れた生産能力、再構成または清算を済ませていないゾンビ企業の生産能力、鉄鋼業界以外の製錬

設備による生産能力等)。(5/6工業情報化部) 

□4 月 27 日、中国鉄鋼工業協会発表データによると、1-3 月期の会員鉄鋼企業の利益は前年同期比

＋247.44％の 734億元となった。国家統計局によると、1-3月の粗鋼生産量は前年同期比＋15.6％の

2億 7,100万トンとなった。（4/28経済日報 p3） 

□4 月 27 日、国家統計局発表データによると、1-3 月期の一定規模以上工業企業利益は 1 兆 8,253

億 8千万元となった(前年同期比＋137％、2019年同期比＋50.2％、2年平均成長率＋22.6％)。(4/28

人民日報 p2) 

□4 月 27 日、財政部発表データによると、1-3 月期の国有企業利益は 9,614 億 5,000 万元となった

(前年同期比＋190％、2年平均成長率＋8.3％)。(4/28経済日報 p3) 

□4 月 30 日、国家統計局と中国物流購買連合会は製造業購買担当者指数(PMI)を発表した。4 月は
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51.1(前月から▲0.8)と、景況判断の節目の 50以上を維持しており、｢製造業は安定成長を維持して

いる」との見方を示した。(4/30国家統計局) 

 

6.農業・農村 

□このほど、農業農村部、国家郷村振興局、関連金融機構は「金融による『三農』への支援に関する

全国ビデオ会議」を開催した。「民間資金の農業・農村への投資に関する指針(2021 年)」を発表し、

民間資本の現代種子業、農産物加工・流通業、農村新型サービス業など 13重点分野への投資を奨励

する方針を示すとともに、今年から一部の省で金融による｢三農｣への支援サービス試行事業を展開

することを表明した。（5/10人民日報 p2） 

□農業農村部観測データによると、全国 500自由市場の豚価格は、1月第 3週の 36.01元/㎏となっ

た後下落が始まり、4月第 4週には累計▲34.4％の 23.61元となった。（4/28経済日報 p8） 

□関連データによると、1-3月の中国の農村住民一人当たりの可処分所得額は 5,398元となり、実質

成長率は前年同期比＋16.3％となった。（5/8人民日報 p1） 

 

7.労働・社会保障 

□5月 4日、人力資源社会保障部等 5部門は、｢就業支援を適切に強化し貧困脱却の成果を打ち固め

拡大し、郷村振興を支援することに関する指導意見｣を発表し、以下 3方面の措置を打ち出した。①

出稼ぎ労働の規模安定(組織的労務輸出を行う人力資源サービス機関への補助、省を越えて就業する

貧困脱却人口への一度限りの交通費支給等)、②地元や近所における就業支援(農村インフラ建設な

どの分野で補助金の代わりに仕事を与える方法の普及等)、③就業支援の長期的効果を発揮するメカ

ニズムの健全化(訓練実施などの支援等)。(5/4、7人社部) 

□このほど、人力資源社会保障部は「新職業向けの研修活動の強化に関する通知」を発表し、戦略的

な新興産業の発展を支援するためのハイレベル技能者の育成を更に加速させ、新たな職業の基準作

りやデジタル経済人材の育成などを強化し、新職業人材の供給構造を改善していく方針を示した。

（5/7人民日報 p7） 

□4月 28 日、張紀南・人力資源社会保障部部長は、ハイル・独労働社会相と「中国人力資源社会保

障部と独連邦労働社会事務部の協力の更なる強化に関する共同意向声明」に署名した。(4/29人力資

源社会保障部) 

□4 月 30 日、2020 年農民工モニタリング調査報告が発表された。2020 年の農民工は 2 億 8,560 万

人(前年から▲517万人、前年比▲1.8％)、うち外地農民工は 1億 6,959万人(前年比▲2.7％)、戸籍

地農民工は 1億 1,601万人(前年比▲0.4％)であり、年末に都市に居住していた都市進出農民工は 1

億 3,101万人(前年比▲3％)となった。(4/30国家統計局) 

 

8.環境・エネルギー 

□工業情報化部によると、一定規模以上工業企業の単位 GDP 当たりエネルギー消費は、2020年は前

年同期比▲8.1％となった。（4/29人民日報 p14） 

□4 月 26 日、黄秋潤・生態環境部部長は、全人代常務委員会第 28 回会議において、2020 年の大気

汚染状況測定結果を発表した。2020年の全国の大気汚染状況は持続的に改善しており、全国地級 339

都市のうち大気基準を満たした都市は 202 都市(前年から＋45)であり、北京市の PM2.5 平均濃度は

前年から▲9.5％の 38㎍/㎥となったこと等を紹介した。（4/29人民日報 p4） 
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□国家エネルギー局によると、再生可能エネルギー発電容量は 1-3月期末時点で 9億 4,800万 KWに

上った(内訳：水力 3億 7,100KW、風力 2億 8,700KW、太陽光発電 2億 5,900万 KW、バイオマス 3,179

万 KW)。また風力発電平均利用率は前年同期比＋0.7ptの 96％、太陽光発電は＋0.75ptの 97.5％、

水力発電は▲0.79ptの 98.95％となった。（5/6人民日報 p15） 

 

9科学技術・イノベーション 

□4 月 29 日、中国は海南の文昌航天発射場から「長征 5 号 B 遥 2」キャリアロケットを打ち上げ、

宇宙ステーションのコアモジュール「天和」を切り離し予定の軌道に送り、打ち上げ任務を無事に

成功させた。今回は、中国宇宙ステーション建造段階における初めての発射。習近平・総書記は祝電

を送り、｢宇宙ステーションを建造し、国家宇宙実験室を建設することは、我が国が有人宇宙プロジ

ェクトの『スリーステップ』戦略の重要目標を実現し、科学技術強国、宇宙強国を建設する重要なリ

ーディングプロジェクトである。コアモジュール天和の発射成功は、中国宇宙ステーション建造が

全面的実施段階に入ったことを象徴し、後続任務の展開に強固な基礎を築いた｣等とした。(4/29 新

華網) 

□5月 9日、中国載人工程は長征 5号 B遥 2キャリアロケットのコアステージの残骸が、同日 10時

24 分に大気圏内に再突入し、東経 72.47°、北緯 2.65°周辺の海域に落下し、大部分の部品は大気

圏再突入の過程で燃え尽きたと発表した。(5/9中国載人工程) 

□中国科学技術大学の潘建偉院士のチームはこのほど、超伝導量子ビット数が現在世界最多の量子

コンピュータのプロトタイプ「祖沖之号」の開発に成功した。操作する超伝導量子ビットは 62にの

ぼり、これを踏まえた上でプログラミング可能な 2次元量子ウォークを実現した。(5/9央視網) 

 

10．主要国との経済関係 

□5月 6 日、習近平・国家主席は、グテーレス・国連事務総長と電話会談を行い、「中国は、引き続

き国連およびグテーレス事務総長の取組を支持し、真の多国間主義を擁護していく」と表明した。

（5/7人民日報 p1） 

□5 月 6 日、習近平・国家主席は、ベルディムハメドフ・トルクメニスタン大統領、ディアスカネ

ル・キューバ大統領と電話会談を行った。(5/7人民日報 p1、5/7外交部) 

□習近平・国家主席は 5 月 7 日、ジュリウス・マーダ・ビオ・シェラレオネ大統領と電話会談を行

い、中国はシェラレオネとともに中国アフリカ協力フォーラム枠組内での連携を強化し、フォーラ

ム北京サミットの成果を具体化することを望むと述べた。(5/7央視網) 

□習近平・国家主席は 5 月 7 日、フィリックス・アントワーヌ・チセケディ・チロンボ・コンゴ大

統領と電話会談を行い、経済貿易、インフラ、医療衛生、農業、文化などの分野で実務協力を強化

し、中国・コンゴ関係を新たな段階へと引き上げ、コンゴがアフリカ同盟の議長国を務めることを

支持すると述べた。(5/7央視網) 

■5 月 7 日、習近平・国家主席は、バッハ・IOC 会長と電話会談を行った。習主席は、「中国は引き

続き IOCと協力し、東京五輪・パラリンピックの開催を支援していきたい」「中国は北京冬季五輪と

パラリンピックが予定通りかつ順調に開催することに自信を持っている」等と述べた。(5/8 人民日

報 p1) 

□4月 28日、李克強・国務院総理とメルケル・独首相の共同主催で、第 6回中独政府間協議(オンラ

イン)が開催され、双方 25 部門の責任者が報告を行った。李総理は、独との対話・協力の大きな方
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向をしっかり把握し、EU と共に投資協定の早期締結と発効を推進することを望む等と述べた。双方

は、経済貿易・投資・自動車製造・ハイテク・新エネ・デジタル・人文交流等の分野での協力を更に

深化することで合意した。協議後、両首脳は「クラウド調印式」に出席し、気候変動・社会保障・衛

生健康・食品安全・国際発展・交通運輸・持続可能な発展等の分野における二国間協力文章の調印に

立ち会った。（4/29人民日報 p1） 

■4月 27日、日中韓三カ国協力事務局設立 10周年記念フォーラムがソウルで開催された。王毅・国

務委員兼外交部長は祝賀メッセージを送り、「日中韓協力レベルを更に向上させ、3 カ国の福祉、東

アジアの安定と世界の平和と繁栄を促進したい」等と述べた。（4/28人民日報 p3） 

□5月 6日、外交部報道官は、欧州委員会が中国との投資協定批准を暫定的に停止したとの一連の報

道を EU 報道官が否定したことに注目していると述べ、中国は EU との意思疎通と協力を維持し、協

定の早期発効を推し進め、両国国民に幸福をもたらし国際社会に中国と EUが開放型の世界経済を擁

護するという積極的シグナルを発出することを望むと述べた。(5/6外交部) 

□5月 6日、国家発展改革委員会は、中豪間の戦略経済対話メカニズムの全ての活動を無期限で停止

する声明を発表した。同日、汪文斌・外交部報道官は、豪州は両国の相互信頼と正常な協力・交流の

基礎を甚だしく破壊したとし、これに対する全責任を豪側が担うべきと述べた。（5/7 人民日報 p3） 

□5月 4日、商務部報道官は、オコンジョ・イウェアラ・WTO事務局長が同日、張向晨・商務部副部

長を含む 4名を副事務局長に任命したことについて歓迎の意を表明した。(5/4商務部) 

□このほど、在インドネシアの中国大使館とパキスタン大使館は、「中国・パキスタン経済回廊オン

ライン検討会」を共催し、同経済回廊におけるインドネシア・中国・パキスタンの実務的協力につい

て検討を行った。（5/4人民日報 p3） 

■このほど、日中共同の植林と砂漠化防止プロジェクトが黒竜江省大慶市で開始し、七澤淳・日本

国大使館公使、孟憲林・国家林業草原局国際協力司司長、久保田晃・日本国瀋陽総領事が起動式典に

出席し、佐藤重和・日中友好会館理事長が祝賀メッセージを寄せた。同プロジェクトは、日中植樹国

際連合プロジェクトのもと中国で実施する初のプロジェクトで、年間資金規模は 2,000 万円、中国

側は付随的に必要となる資金を提供し、2 年間実施され、建設規模は 1,200 ムー(約 80ha)。七澤公

使は、起動式典において、同プロジェクトは日中両国が黄砂等の環境問題の解決に共同で取り組む

上で重要な意義を有している等と述べた。(5/8中国林業網) 

 

 

 

※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。 


