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中国経済週報（2021.6.10～2021.6.16） 
在中国日本大使館経済部 

１ 党中央の動き                             

李克強総理が吉林省を視察 

●15-16 日、李克強・国務院総理は、吉林省(松原市・長春市)を視察し(注)、概要以下を述べた。 

(1)(農業従事者から肥料・ディーゼル油等の農業資材価格高騰のコスト圧力が大きいとの声を聞き)

当面は食糧生産の重要な時期であり、関連部門は有効な措置を採り、農業資材価格を安定させねばな

らない。食糧価格を合理的水準に維持し、農業資材価格の上昇を抑え、種子農家の積極性を守る。貴

重な肥沃な地を守り、より多くの優良品種を育成し、東北という大食糧庫を更に充実させる。 

(2)水環境保護に継続的に取り組み、生態を改善して漁業等の産業発展をけん引する。 

(3)東北は興業発展・生活に適した地方であり、ビジネス環境さえ整えば投資は増える。改革を深化

し、市場化・法治化・国際化したビジネス環境を作り上げ、市場主体の育成に注力する。国内外の企

業が東北での投資に更に自信を持てるよう、東北の発展見通し・将来性をより良く示す。 

(4)東北は沿海沿岸の優位を有し、開放拡大、特に北東アジアへの開放に力を入れ、RCEP の契機を掴

み、地方協力を強化し、共有の産業チェーンを形成すべき。大企業の投資に限らず中小企業の協力発

展も歓迎する。多くの中小企業は専門的で特殊な新技術を有し、個性的なサービスを提供している。 

(5)イノベーションを開拓し懸命に働き、東北の全面振興、質の高い発展推進への新たな貢献を望む。 

(注)主な視察先：トウモロコシ畑(農業従事者と交流)、査干湖(生態環境保護)、吉林盼盼食品公司(ビジネス環境)、

中韓長春国際協力モデル区進出企業(開放協力状況の聴取)、摆渡創新工場(イノベーション・起業支援の状況)。 
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データキュリティ法が成立 

●10 日、全人代常務委員会は「データセキュリティ法」を可決した。概要以下のとおり。 

(1)中国国外にてデータ処理活動を実施し、中国の国家安全・公共の利益・国民や組織の合法的権益

を損なった場合には、法的責任を追及する。(第 2-3 条) 

(2)国の安全に影響し得るデータ処理活動に対して安全審査を行う「データセキュリティ審査制度」

を構築する。国の安全と利益の維持、国際義務の履行に関わる規制品目に該当するデータに対し、法

に基づき輸出規制を実施する。データに関わる投資・貿易等で、中国に対し差別的な禁止・制限等を

講じた場合、中国は当該国・地域に対し同等の措置を講じられる、等。(第 21-26 条) 

(3)国の安全の維持・犯罪捜査のため公安機関・国家安全機関がデータを調査する際、関係機関・個

人は協力せねばならない。重要情報インフラの運営者が中国国内で収集・生成した重要データの越境

移転においては、国内保存・安全審査等の規定を含む「サイバーセキュリティ法」の規定が適用され

る。国内の組織・個人は、主管機関の承認なしに外国の司法・法執行機関に中国国内に保存されてい

るデータを提供してはならない、等。(第 27-36 条) 

浙江省の共同富裕モデル区建設の具体的方針が発表 

●10 日、中共中央委員会・国務院は、浙江省(注)の質の高い発展に係る共同富裕モデル区建設の支援

に関する意見を発表した。①2025 年までに共同富裕モデルエリア建設が実質的進展を遂げる、②2035

年までに共同富裕を基本的に実現する、との 2 段階の目標を設定し、主に以下の措置を打ち出した。 

(1)所得分配制度改革を深化させ、多様なルートで都市・農村住民の所得を増加させる(就業促進、所

得水準引上げ、中等所得グループの拡大、再分配制度の整備、社会への利益還元奨励等)。 
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(2)都市・農村間や地域間の発展格差を縮小し、公共サービスの質の高い共有を実現する(義務教育・

医療資源等の均等化、都市・農村の一体化発展、保障性住宅供給の増加など居住条件改善、社会保障

ネットワークを緻密・強固にする、後から豊かになる者をけん引する支援メカニズムの整備等)。 

 (注)第 14 次五カ年計画(本年 3 月策定)には、浙江省の共同富裕モデル区建設を支援する方針が盛り込まれた。浙

江省がモデル区に選定された理由について、国家発改委は主に以下を指摘：①面積・人口の規模や地形・行政区画

等から代表性を備えている、②比較的裕福である(昨年の一人当たり可処分所得は上海と北京に次ぐ 52,400 元)、

③都市・農村の所得比が 1.96 倍(全国平均は 2.56 倍)等均衡のとれた発展をしている。10-11 日、浙江省委第 14 期

第 9回全体会議(於:杭州)では、浙江省の共同富裕モデル区建設実施方案(2021-2025)を審議・原則可決した。 

２ マクロ経済関連                            

5 月分の主要経済指標が公表  

●16 日、国家統計局は 5 月分の主要経済指標を公表し、同日の記者会見で概要以下を述べた。 

(％、カッコ内は前月からの変化) 

 前年同月比 2 年平均成長率(注) 前月比 

 鉱工業生産    8.8(▲1.0) 6.6(▲0.2) 0.52(横ばい) 

 小売総額    12.4(▲5.3) 4.5(＋0.2) 0.81(＋0.56) 

 固定資産投資    15.4(▲4.5) 4.2(＋0.3) 0.17(▲0.76) 

(1) 5 月は国際的にも国内的にも感染症等で新たな状況に直面したが、安定成長は維持されている。

前年同月比が前月より低下したのは、昨年のベースが高まった影響である。 

(2)一部先進諸国の大規模刺激策のスピルオーバー効果が顕著で、国際コモディティ価格が急速に上

昇し、工業製品の上流部門では価格上昇が比較的大きい。下流部門では市場競争が働くため、消費財
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価格への波及は限定的となるが、その分川下企業への経営圧力は強まっている。市場調節を強化し、

企業のコスト圧力を緩和せねばならない。 

 (注)2019 年の同期と比較した上での一年あたりの伸び率。 

端午節期間の旅行者数等が公表 

●文化旅遊部と交通運輸部は、端午節連休(6 月 12-14 日)期間中の旅行者数等のデータを発表した。 

 データ 前年同期比 2019 年同期比 

国内旅行者数 延べ8,913万6,00人   ＋ 94.1％   ▲ 1.3％ 

交通利用者数 延べ 1 億 2,400 万人   ＋ 52.5％   ▲18.8％ 

国内観光収入 294 億 3,000 万元   ＋139.7％   ▲25.2％ 
 

３ 金融・産業関連                             

当地での日系金融機関の開業許可取得 

●10 日付で、大和証券グループが中国で設立した合弁証券会社の大和証券(中国)有限責任公司(登録

地：北京市)が、証監会から開業許可(金融許可証)を受けた。日本の証券会社としては、野村東方国

際証券(同：上海市)に続き 2 例目。 

●11 日付で、日本の短資会社の上田八木短資が 100％出資するマネーブローカー会社(注)の上田八木

貨幣経紀(中国)有限公司(所在地：北京市通州区)が、銀保監会から開業許可（金融許可証）を受けた。

中国で外資系が全額出資するマネーブローカー会社の設立は初めて。 

 (注)為替市場等のインターバンク市場で取引を仲介する業者。 
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ステンレス製品に対する中国の反ダンピング課税協議の要請 

●11 日、日本政府は、中国が実施しているステンレス製品に対するアンチ・ダンピング措置(注)につ

いて、中国に対し、WTO 協定に基づく協議を要請した。 

 (注)中国は、2019 年 7 月、日本・韓国・インドネシア・EU から輸入されるステンレス製品(ステンレス鋼鋼片(ス

ラブ)、ステンレス鋼熱間圧延鋼板(カットシート・厚板)、ステンレス鋼熱間圧延コイル)のダンピングによって中

国の国内産業が損害を受けているとし、アンチ・ダンピング(AD)税の賦課を開始した。 

４ エネルギー・環境関連                           

中国台山原子力発電所の動向 

●CNN が、広東省台山原子力発電所で異常事態が発生している可能性について報道したのを受け、16

日、生態環境部国家核安全局は、記者応答を公表し、報道内容の一部を否定しつつ、原発が安全・安

定的に稼働している旨を説明した。 

(1)台山原子力発電所 1号機では、燃料棒の損傷に関連し、一次系の冷却材の放射能濃度が上昇した。 

(2)ただし、燃料棒の損傷は世界中の原発でよく見られることであり、1 号機炉心の 6 万本以上の燃

料棒中の約 5本の損傷は想定している最大損傷率よりも少ない。一次系での放射能レベルの上昇は、

放射性物質の外部への漏洩事故とは異なり、現在、原発周辺のモニタリング結果もバックグラウンド

レベルにある。 

(3)原発サイト外での被ばく線量の許容限度を引き上げたとの報道は事実でなく、今回、原発内の一

次系における冷却材中の希ガスの放射能濃度に係る制限値の変更のみ行った。 
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５ 各種統計の公表                             

●5月自動車販売～前年同月比 3.1％減 (11 日 自動車工業協会発表) 

  

自動車販売台数 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) 
台数(万) 

前年同期

比(%) 

前月からの

変化(pt) 

5 月 212.8 ▲ 3.1 ▲ 11.7 164.6 ▲ 1.7 ▲ 12.5 48.2 ▲ 7.4 ▲ 9.7 

1-5 月 1,087.5 36.6 ▲ 15.2 843.7 38.1 ▲ 15.0 243.8 31.9 ▲ 15.4 

 

  

新エネ車販売 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) 
台数(万) 

前年同期

比(%) 

前月からの

変化(pt) 

5 月 21.7 159.7 ▲ 20.6 17.9     3.8     

1-5 月 95.0 224.2 ▲ 25.8 79.4     15.6     

 

国別ブランドの乗用車販売台数及びシェア 

  

中国 ドイツ 日本 

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) 
台数(万) シェア(%) 

前月からの

変化(pt) 

5 月 67.9 41.3 ▲ 0.9 40.1 24.4 1.3 34.9 21.2 ▲ 1.8 

1-5 月 843.7 41.6 ▲ 0.1 196.8 23.3 0.3 184.1 21.8 ▲ 0.2 
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国別ブランドの乗用車販売台数及びシェア 

  

米国 韓国 フランス 

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) 
台数(万) シェア(%) 

前月からの

変化(pt) 

5 月 14.0 8.5 1.0 47.8 2.9 0.3 0.7 0.4 横ばい 

1-5 月 76.6 9.1 ▲ 0.1 22.8 2.7 0.1 3.2 0.4 横ばい 

 

●5 月生産、消費、投資～5 月生産は前年同月比 8.8％増（16 日 国家統計局発表） 

  

一定規模以上の工業付加価値額 

前年同期比(%) 
前月からの変化

(pt) 

2019 年同期比

（％） 

2 年平均 

(％) 

5 月 8.8 ▲ 1.0 13.6 6.6 

1-5 月 17.8 ▲ 2.5  7.0 

 

 

 

 

 

 

 

  

固定資産投資額（農家を除く） 民間固定資産投資額（農家を除く） 

額(兆元) 前年同期比(%) 
前月からの変

化(pt) 

2019 年同期比 

(％) 

2 年平均 

(％) 
額(兆元) 前年同期比(%) 

前月からの変化

(pt) 

1-5 月 19.4 15.4 ▲ 4.5 8.5 4.2 11.2 18.1 ▲ 2.9 

※民間固定資産投資額の固定資産投資総額に占める割合： 58.0% （1-4 月累計比 +0.6） 

  

社会消費品小売総額 インターネットによる実物商品小売総額 

額(兆元） 
前年同期比

(％) 

前月からの

変化(pt) 

2019 年同期

比（％） 

2 年平均

（％） 
額(兆元） 

前年同期比

(％) 

前月からの

変化(pt) 

小売総額中

の占有率(%) 

5 月 3.6 12.4 ▲ 5.3 9.3 4.5 0.9 7.7 0.9 23.9 

1-5 月 17.4 25.7 ▲ 3.9  4.3 3.9 19.9 ▲ 3.2 22.6 
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不動産開発投資 

額(兆元) 
前年同期比

(%) 

前月からの変

化(pt) 

2019 年同期比

（％） 

2 年平均 

(％) 

1-5 月 5.4 18.3 ▲ 3.3 17.9 8.6 

 

  

商品建物・住宅販売面積 商品建物・住宅販売額 

前年同期比

(%) 

前月からの変

化(pt) 

前年同期比

(%) 

前月からの変

化(pt) 

1-5 月 36.3 ▲ 11.8 52.4 ▲ 15.8 

 

●訪日中国人旅行者数～2019 年同月比 99.6％減（16 日 日本政府観光局発表） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 中国人訪日旅行者数 

人数（万人） 2019 年同月比(%) 前月からの変化(pt) 

5 月 0.18 ▲99.6 ▲0.1 

1-5 月 2.10 ▲99.4 ▲0.1 
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■ ：日本関連記事 

1.概況・マクロ経済政策 

□第 13 期全人代常務委員会第 29 回会議は 10 日午後閉幕した。会議は「データセキュリティ法」「海南自由貿易港法」「安全生産法改正に関する決定」

「軍人地位・権益保障法」「印紙税法」「反外国制裁法案」を可決し、習近平・国家主席が主席令に署名し公布した。また、上海市人大及び常務委員会に

浦東新区の法規制定権を付与すること等が可決された。（6/11 人民日報 p1） 

□湖北省十堰市張湾区の市場で 13 日午前 6 時 40 分ごろ、ガス爆発が発生し、12人の死亡と 37人の重傷が確認された。習近平・国家主席は、人命救助

に全力を尽くすとともに、早期の原因究明と責任を追及するよう指示した。（6/14 人民日報 p1） 

□国務院安全生産委員会弁公室と応急管理部は 14 日、全国安全防止業務ビデオ会議を開催し、最近の事故の教訓を深刻にくみ取り、一つの事から多く

の事を類推して安全リスクの全面的な調査をしなければならないとして以下の要求をした。リスクのレベル別管理と隠れたリスク管理の二重のメカニズ

ムの構築、化学品貯蔵・大型複合施設・化学パークや人口密集地のガスなど重大な死傷をもたらす可能性のある単位・場所の重点的管理、改定後の安全

生産法など法に基づく違法行為の厳格な取り締まり、突発事件への応急処置メカニズム健全化、都市ライフラインのモニタリングシステムの建立等。

(6/14 応急管理部) 

□李克強・国務院総理は 9 日、国務院常務会議を主宰し、第 14 次五カ年計画期間中の大型公共事業の実施促進について手配を行ったほか、公立病院給

与制度の改革を更に深めるための措置を確定した。（6/10 人民日報 p1） 

□国家知的財産局がこのほど、「中国（内モンゴル自治区）知的財産保護センター」の設置を認めた。これより、中国全土の知的財産保護センターの数は

50 カ所に達した。（6/9 国際商報 p1） 

□国家統計局は 9日、5月の消費者物価指数（CPI）は前年同期比+1.3％前月比▲0.2％であり、生産者物価指数（PPI）は前年同期比+9％、前月比+1.6％

だったと発表した。（6/10 国際商報 p1） 

□中国共産党中央委員会、国務院はこのほど、「浙江省の共同富裕モデルエリア建設の支援に関する意見」を発表し、浙江省に貧富の格差を是正し、都

市と農村の不均衡な発展問題を解消する共同富裕モデルエリアを建設する方針を示した。（6/11 人民日報 p1） 

□文化観光部が 14日に発表したデータによると、「端午節」連休中（6/12-14 日）の国内観光者数は延べ 8,913 万 6,000 人、前年同期比で+94.1％、新型

コロナウイルス感染症の流行前の 98.7％まで回復した。観光収入は前年同期比+139.7％増の 294 億 3,000 万元に達し、新型コロナウイルス感染症の流

行前の 74.8％まで回復した。また、交通運輸部によると、連休中の交通利用者数は延べ 1 億 2,400 万人に達し、1 日当たりの利用者数は 2019 年同期比

▲18.8％、2020 年同期比+52.5％であった。（6/15 人民日報 p1） 

 

2.財政 

□財政部はこのほど、包摂金融発展特定項目資金 44 億 6,700 万元を下達し、2020 年末までに前もって下達された 47 億 4,800 万元を加えた 2021 年度の
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特定項目資金 92 億 1,500 億元(前年比+31.2％)全ての下達を完了した。(6/15 財政部) 

□劉昆・財政部長は 7 日、全人代常務委員会にて 2020 年中央決算の報告を行った。財政資金の直達メカニズムの実施、倹約の要求の全面的実施、予算

管理の強化、予算実施における質と効率の向上、財務税制改革の深化、地方政府の債務管理の強化、全人代による監査監督の受け入れを実施してきたこ

とを述べた。また、今後の重点項目として以下の 7つを挙げた：積極的な財政政策の実施、国家戦略上の主要課題の財政保障の強化、民生の保障と改善

への注力、草の根レベルでの「3 つの保障」の底上げ、予算管理のさらなる強化、財務・会計監督の強化、会計検査で指摘された未解決問題の是正の強

化。(6/9 財政部) 

 

3.金融・為替 

□中国人民銀行によると、今年 4月末時点の小・零細企業向けの金融包摂残高は前年同期比+32.5％の 16 兆 8,000 億元に達した。（6/9 人民日報 p3） 

□中国外国為替管理局がこのほど発表した 5 月末の外貨準備高は 3 兆 2,218 億 300 万ドルで、前月末から 236 億 2,300 万ドル増加した。（6/9 国際商報

p1） 

□中央決済公司がこのほど発表したデータによると、5月時点で、海外機関が保有する人民元建て債券の管理委託残高は 3兆 2,632 億 6,200 万元で、前

月から 413 億 1,700 万元増加した。（6/9 国際商報 p2） 

□信託業協会によると、3月末までの不動産向けの信託資金残高は前年同期比▲15.75％の 2兆 1,700 億元となった。（6/10 経済日報 p7） 

□中国人民銀行によると、今年 3月末時点の金融機関の総資産は、前年同期比+9.5％の 364兆 6,200 億元だった。（6/12 人民日報 p1） 

□中国人民銀行によると、5月の人民元建て貸付金額の増加額は 1兆 5,000 億元で、前年同期および 2019 年同期に比べてそれぞれ 143 億元、3,127 億元

増えた。（6/15 人民日報 p2） 

□10 日、大和証券（中国）有限責任公司が業務ライセンス取得した。また 11 日には、銀行保険監督管理委員会より、日本の短資会社である上田八木短

資が 100％出資するマネーブローカー会社（上田八木貨幣経紀（中国）有限公司）が開業ライセンスを得た。(6/11 北京市地方金融監督管理局、6/14 上

田八木短資株式会社) 

□10 日、第 13回陸家嘴フォーラム(2021)において、郭樹清・中国人民銀行党委書記は積極的に不良資産の反騰に対応し、シャドーバンキングの復活を

厳密に防ぐべきだ等と述べた。また、易会満・中国証券監督会主席は IPO 発効を引き締められず緩和されず、市場の期待に合致する新たな株式発効生態

を積極的に作り出すべきだ等と述べ、潘功勝・人民銀行副行長は、人民元レートへの影響要素は複雑で双方向の変動が常態になっている等と指摘した。

(6/11 新華網)  

□国家発展改革委員会は 8日、重要民生商品の価格安定のための業務に関するテレビ会議を実施した。会議は関連各部門に、価格の監視・予測・早期警

報システム、価格安定のための長期的なメカニズム、異常な価格変動の防止のためのコントロールメカニズム、突発的な緊急事態のコントロールメカニ

ズム、物価上昇に対処する民生保障メカニズム、市場価格の監督メカニズムなどの制度的なシステムにおける価格上昇への対応、重要な民生商品価格の
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コントロールメカニズムの構築を求めた。（6/9 国家発展改革委員会） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□税関によると、中英貨物貿易が 1-3 月は 252 億ドルに達し、前年同期比 64.4％増加した。うち、中国の対英輸出は前年同期比 80％増の 186 億 6,000

万ドル、英国からの輸入は 65億 4,000 万ドルで、前年同期比 31.8％増加した。中国は 4四半期連続で英国の最大輸入国になった。（6/10 人民日報 p17） 

□税関によると、1-5 月の鋼材輸出量は 3,092 万 4,000 トン（前年同期比+23.7％）で、輸入は 609 万 7,000 トン(前年同期比+11.6％)だった。一方、5

月単月の輸出量は 527 万 1,000 トンで、前月比 270 万 2,000 トン減少した。また、中国鋼鉄物流専業委員会のデータによると、5月の中国鋼鉄業の新規

輸出受注指数が 43.9％で、4月を 7.8 ポイント下回った。(6/10 国際商報 p3) 

□税関によると、1-3月の越境電子商取引の輸出入額は前年同期比+46.5％の 4,195 億元だった。商務部報道官は、当面の越境電子商取引市場について、

①単一販売ルートから多元化経営への転換、②貿易型企業と生産企業の融合への転換、③コストパフォーマンス重視からブランド重視や個性化商品への

転換など新たな特徴があるとの見方を示した。(6/11 国際商報 p1) 

□中国国家鉄道集団によると、5月末時点現在、国際定期貨物列車「中欧班列」の累計運行本数は 3 万 9,622 本、輸送した貨物は 354万 1,000ＴEU に達

し、欧州 22 カ国 160 以上の都市へ運行している。（6/14 人民日報 p1） 

□商務部によると、1-5 月、外資による中国への直接投資実行額は前年同期比+35.4％、2019 年同期比+30.3％であった。また、1-5 月に全国で新規設立

された外資系企業は前年同期比+48.6％、2019 年同期比+12.4％の 1万 8，497 社であった。（6/15 国際商報 p1） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□工業情報化部によると、一定規模以上のインターネット・関連サービス企業の 1-4 月の売上高は前年同期比 27.8％増 4,676 億元だった。（6/9 人民日

報 p3） 

□工業情報化部は 7日、15 分野 90 項目から成る『工業インターネットタスクフォース 2021 年ワークプラン』を発表した。工業インターネットのビッ

グデータセンターを年内に建設することなど各項目に具体的な目標を設定しており、大半の目標は年内の達成を目指す。（6/7 工業情報化部） 

□工業情報化部はこのほど、現在建設中の「5G+工業インターネット」プロジェクトは 1,500 件を超え、国民経済の重要業界 20 以上をカバーしているこ

とを明らかにした。（6/10 人民日報 p2） 

□商務部は 10日、強い国内市場の構築にあたって 5月 1-31 日に実施した「消費促進月」キャンペーン期間中の消費額が前年同月比+22.8％の 4兆 8,200

億元に達したと発表した。（6/11 国際商報 p1） 

□中国民用航空局によると、5月の業界運輸取扱量は延べ 91億 8,000 万トンキロメートル(前年同期比+69.4%)、旅客運送量は延べ 5,104 万 1,000 人(前

年同期比+97.6%)、貨物郵政運送量は 66万 4,000 トン(前年同期比+20.4%)で、依然として速い回復ぶりを見せている。（6/12 人民日報 p1） 
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6.農業・農村 

□韓正・国務院副総理は 7日、国家食糧・物資備蓄局で座談会を主宰し、食糧と物資備蓄の改革・発展に取り組み、食糧安全の主導権をしっかり

握るべきだと強調した。（6/9 人民日報 p1） 

□中国綿花協会によると、中国の綿花生産量が 2020 年は 592 万 3,700 トン、輸入が 235 万トン、輸出が 3 万トン、消費量が 810 万トンだった。

また、新疆地域における綿花の栽培面積は増加を続け、最も重要な綿花産地になっている。2020 年の新疆の綿花生産量は 516 万 1,000 トンに達

し、全国綿花生産量全体の 87％を占めた。（6/9経済日報 p7） 

□胡春華・国務院副総理は 10 日、農村振興システム建設及び事業推進テレビ会議に出席し、貧困の再来を防止するモニタリング及び支援メカニ

ズムを実施し、産業支援・就業支援をしっかりと行わなければならない旨を述べた。（6/11 人民日報 p4） 

 

7.労働・社会保障 

□国家医療保障局、財政部、国家税務局はこのほど、基本医療保障補助金基準を更に引き上げる施策を発表し、2021 年度住民一人当たりの医療保険補助

金基準を 30 元引き上げ、一人当たりの年間補助金額を最低 580 元にする方針を明らかにした。（6/10 人民日報 p7） 

□国家医療保障局がこのほど発表した『2020 年全国医療保障事業発展統計公報』によると、2020 年時点の基本医療保険の加入者数は 13 億 6,131 万人、

加入率は 95％以上で安定している。（6/15 人民日報 p1） 

 

8.環境・エネルギー 

□北京市は節水型都市の構築を秩序的に推進し、再水生の利用を拡大している。現在、北京市の再生水利用量は 12億立方メートルに達している。また、

上海市によると、2020 年の上海市の万元 GDP 当たりの用水量は 19 立方メートルで、前年同期比 5％減少した。（6/9 人民日報 p14） 

□国家発展改革委員会はこのほど、「天然ガスパイプ運送価格管理弁法（暫定）」と「天然ガスパイプ運送の定価コストに関する監督・査察弁法（暫定）」

を発表し、省を跨る天然ガスパイプ運送価格への管理体制を更に整備する方針を示した。（6/10 人民日報 p2） 

□水利部が 8日発表した「2020 年度全国水土流失動態モニタリング」によると、2020 年の中国の水土流失面積は前年比 0.67％減の 269万 2,700 平方キ

ロメートル、1980 年代に観測したピークの値に比べて 97 万 7,600 平方キロメートルも減少した。（6/10 経済日報 p1） 

 

9 科学技術・イノベーション 

□中国有人宇宙事業弁公室によると、北京時間 9日、有人宇宙船「神舟 12号」と「長征 2 号Ｆ遥 12」ロケットの複合体が発射エリアに運ばれた。（6/10

人民日報 p7） 
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□英諾賽科は 5日、蘇州で次世代半導体材料である 8インチ窒化ガリウムウエハーの量産体制に入ったことを表明した。（6/7 中国産業網） 

□工業情報化部と中央ネットワーク安全・情報化委員会弁公室はこのほど、『ブロックチェーン技術の応用及び産業発展の推進加速に関する指導意見』

を交付した。2025 年までにブロックチェーン産業の総合力が明確に世界先進レベルに達することなどを目標に、3～5 社の国際競争力を持つ基幹企業と

いくつかのイノベーションドリブン型企業を育成し、3～5個のブロックチェーン産業発展集積区を建設することなどが盛り込まれた。（6/7 中央ネット

ワーク安全・情報化委員会弁公室） 

 

10．主要国との経済関係 

□習近平・国家主席は 8日、第 2回中国―中東欧諸国博覧会に祝賀メッセージを送り、今後 5年間で中東欧諸国から計 1,700 億ドル以上の商品を輸入す

る計画と、中東欧諸国からの農産物輸入額を現時点の 2倍に引き上げるよう努力することを表明した。（6/9 人民日報 p1） 

□李克強・国務院総理は 8日、ウズベキスタンのアリポフ首相とオンライン会議を行った。李総理は、ウズベキスタンの農産物の対中輸出に通関円滑化

や、上海協力機構の枠組みの中で、ウズベキスタン側との連携・協力を強化し、地域の国々の感染症後の復興や民生改善に向けて、より多くの支援を行

う意向を表明した。（6/9 人民日報 p1） 

□第 6回瀾滄江―メコン川協力外相会議が 8日に重慶市で開催された。王毅・国務委員兼外交部長は、中国はメコン川流域国とともに、新型コロナウイ

ルス対策協力の深化や新型コロナ収束後の回復促進、水資源協力の拡大、地方の実務協力の推進、国民間の相互理解の促進、協力メカニズムの整備に更

に取り組んでいきたいと述べた。（6/9 人民日報 p2） 

□8 日、中国―中東欧諸国「シルクロード・電子商取引」サミットフォーラムにおいて、中国はアルバニア、ハンガリー、モンテネグロ、セルビア、ス

ロベニア 5カ国とともに、電子商取引対話メカニズムを正式にスタートした。（6/10 国際商報 p1） 

□王文濤・商務部長は 10日、求めに応じてレイモンド・米商務省長官と電話協議を行い、中米のビジネスに関する問題について率直に意見を交換した。

双方は、中米のビジネス分野での対話交流は非常に重要であり、貿易投資の実務協力の健全な発展を推進し、意見の不一致を適切に処理することで合意

した。また、引き続き意思疎通を維持することで合意した。（6/11 人民日報 p3） 

□ラオス政府はこのほど、中国企業による同国首都ヴィエンチャン～南部中心都市パクセー間の高速道路建設案を承認した。同高速道路の総延長は 578.6

キロメートル、コスト見積価格が約 51億ドル。（6/11 人民日報 p17） 

 

 

※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。 


