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BTMU（China）経済週報臨時号 2017 年 3 月 10 日

2017 年の政府活動報告 

～経済成長目標を 6.5％と設定～ 

 

第 12 期全国人民代表大会第 5 回全体会議は、3 月 5 日、北京で開幕した。会議の冒頭で、李克強総理は

政府活動報告（以下、「報告」）を行い、昨年の経済運営状況や政府活動を総括した上で、2017 年の施政方

針、および経済・社会発展の目標と主要任務を示した。 

Ⅰ．2016 年の政府活動実績 

2016 年の主要経済指標と社会発展指標の実績 

� 2016年の中国国内総生産(GDP)は 74兆 4,000億元に達し、前年比 6.7％増となり、世界全体の経済成

長に約 3割寄与した。また、工業企業利益の前年比伸び率は 2015年の 2.3％減から 8.5％増に転じたと

ともに、GDP1単位当たりのエネルギー消費量は前年比 5％低減し、経済成長の質と効率の向上におい

て一定の成果をあげている。 

� 経済構造の転換において、需要面では消費が経済成長の重要な牽引力となっているほか、生産面では、

第三次産業の付加価値額がGDP全体に占める割合は 51.6％で史上最高となったほか、第二次産業に

おいてハイテク産業、設備製造業が比較的速い成長を見せている。 

� 2016 年の都市部新規就業者数は 1,314 万人で、うち大学新卒者の就職者数・起業者数は史上最高を

記録し、2016年末時点、都市部登録失業率は 4.02％とここ数年で最も低かった。 

� 大衆起業、ソーシャルイノベーションはより活発となり、2016年の新規登記企業は前年比 24.5％増加し、

自営業者などを含めると、1日平均で 4万 5,000社が新規登録された。これらの企業は経済成長の新た

な原動力となり、経済成長を後押ししている。 

� 2016年、高速鉄道は 1,900キロ、高速道路は 6,700キロ建設され、29万キロの農村道路が改修された。

また、都市部の軌道交通や地下排水システムの整備が加速され、21 の重要水利プロジェクトが着工され

たほか、光ファイバーケーブルは 550万キロが新規敷設された。 

� 2016年の 1人当たり可処分所得は実質ベースで前年比 6.3％増となり、農村貧困人口は 1,240万人減

少し、240万人が貧困救済を受けている。バラック地域の住宅改築は 600万戸以上、農村の老朽危険家

屋は 380万戸以上が改築された。 

2016 年の政府の主要な取組み 

� 引き続きマクロコントロールを強化し、経済変動は合理的な範囲内に維持された。増値税改革を全産業

に拡大し、通年で企業の税負担を 5,700 億元削減したほか、地方政府の既存債務の置換えを実施し、

利子負担を 4,000 億元以上軽減した。広義のマネーサプライ（M2）の伸び率は 11.3％増となり、目標値

の 13％以下に収めることができた。 

� 供給側改革では、「三つの解消、一つの低減、一つの補強」に重点的に取り組み、年間で鉄鋼生産能力

を 6,500 万トン以上、石炭生産能力を 2 億 9,000 万トン以上削減した。農民工による都市部での住宅購

入を支援するなど不動産在庫の解消において積極的な成果を収めている。税金、社会保険料負担率、

電気料金の引き下げなどで企業のコスト低減にも取り組んだ。 

� 「行政簡素化と権限委譲」、「規制緩和と管理規範化」、「政府サービスの改善」といった改革を引続き推

進し、165 の行政審査事項、192 の審査仲介サービス事項、220 の職業資格許認可事項を撤廃した。そ
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の他、国有企業再編と混合所有制の改革、資源税改革、農村の土地の所有権・請負権・経営権の分離、

環境保護監察制度などの改革も推進し、経済・社会の発展の新たな原動力育成に注力した。 

� 「一帯一路」建設を引続き推進するとともに、人民元の特別引出権(SDR)加入、「深港通」の相互取引開

始といった資本面の対外開放にも取り組んだ。また、2016年に 12ヶ所の越境ＥC総合試験区および 7ヶ

所の自由貿易試験区を新たに設置した。 

� 「インターネット＋」、ビッグデータ、「中国製造 2025」を国家戦略として全面的に推進している。2016 年、

国内の有効特許件数が 100万件を突破し、技術市場の取引高は 1兆元を上回った。経済成長に対する

科学技術進歩の寄与率が 56.2％に上昇し、イノベーションは経済成長を支える原動力となっている。 

� 地域間の調和的発展を促進し、「一帯一路」、京津冀経済一体化、長江経済ベルトの三大戦略を踏み

込んで実施したとともに、西部大開発、東北振興戦略を新たに制定した。新型都市化の推進を加速し、

戸籍制度改革を深化させ、2016年は新たに 1,600万の農村人口が都市部に移住した。 

� 環境保護において、二酸化硫黄と窒素酸化物（NOX）の排出量はそれぞれ 5.6％、4％低減し、微小粒

子状物質(PM2.5)濃度は 74 の重点都市で年平均 9.1％低下した。エネルギー構造の最適化を通じて、

クリーンエネルギー消費の割合が 1.7ポイント向上し、石炭消費の割合が 2ポイント低下した。 

� 国民生活水準の保障と改善を重視し、貧困脱却に全国（中央および地方）財政の貧困特別対策資金か

ら 1,000 億元以上を投入した。最低生活保障金、優遇扶助対象者給付金、定年退職者基本養老金など

の基準額を引き上げ、1,700 万人以上の生活自立能力喪失者・重度障害者に生活補助金や介護補助

金を給付した。教育経費支出の対GDP比は 4％を上回り、通年で貧困世帯の学生、延べ 400万人以上

に助学金を給付した。 

2017 年の経済目標と主要任務 

2017 年の主要目標 

GDP 成長率の目標は 6.5％前後とし、実際の取組みにおいてより良い結果が得られるよう努める。今年の経

済成長目標の制定は経済成長原理と中国の実情に即しており、市場見通しの誘導と安定化、構造調整を考

慮して決定したものであり、小康社会の実現にも有利である。安定成長は雇用の確保、国民生活水準改善の

前提である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標 2017年目標 2016年目標 2016年実績 2015年実績

実質GDP成長率（%） 6.5前後 6.5～7.0 6.7 6.9

消費者物価指数（CPI）上昇率（%） 3.0前後 3.0前後 2.0 1.4

都市部登録失業率（%） ≦4.5 ≦4.5 4.02 4.05

都市部新規雇用者数（万人） 1,100 ≧1,000 1,314 1312

単位GDPあたりエネルギー消費低減（%） ≧3.4 ≧3.4 5.0 5.6

固定資産投資（%） 9.0 10.5 8.1 10

社会消費品小売総額（%） 10.0 11 10.4 10.7

輸出入総額伸び率（%） 安定、好転 安定を維持 ▲0.9 ▲7.0

広義の通貨供給量（M2）伸び率（%） 12前後 13前後 11.3 13.3

財政赤字規模（億元） 23,800 21,800 21,800 16,200

（中央政府赤字/地方債代理発行） （15,500/8,300） （14000/7800） （14000/7800） （11200/5000）

都市部1人当たり可処分所得（%） 5.6 6.6

農村部1人当たり純収入（%） 6.2 7.5

保障性住宅と旧市街改造 完成772

保障性住宅（万戸） 着工783

出所：政府活動報告、統計局等よりBTMU(China)中国ビジネスソリューション室情報ユニット作成

経済成長と同期 経済成長と同期

図表1　2017年の主要経済目標と2016年の達成状況

バラック地域住宅600万戸

を改築

バラック地域住宅600万戸

を改築
606
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2017 年の主要任務 

①「三つの解消、一つの低減、一つの補強」の推進 

� 過剰生産能力の解消。 

鉄鋼生産能力を 5,000 万トン、石炭生産能力を 1 億 5,000 万トン削減させる。石炭火力による発電を

5,000 万キロワット以上削減するか、発電所の建設を停止・延期する。環境保護、エネルギー消費といっ

た分野の規制厳格化により、「ゾンビ企業」を効果的に整理し、企業の合併・再編や破産清算を促す。 

� 不動産在庫の解消。 

都市ごとの状況に応じ不動産市場のコントロールを強化し、住宅価格が高騰した都市では住宅用地の

供給を合理的に増やす。同時にバラック住宅の改築、公共賃貸住宅の整備にも取り組む。 

� 過剰債務の解消。 

企業の保有資産の活用を促し、資産証券化、債務の株式化をサポートし、エクイティファイナンスにさら

に力を入れ、企業とりわけ国有企業の財務レバレッジ制限を強化し、企業の負債を合理的な水準に引き

下げる。 

� 企業コストの低減。 

小企業・零細企業に対する企業所得税半減の適用対象を拡大し、年間課税所得額の上限を 30 万元か

ら 50万元に引上げ、科学技術型中小企業の研究開発費（R&D）の加算控除の割合を 50％から 75％に

引上げる。税外負担について、政府系基金の整理・規範化、費用徴収項目の撤廃、社会保険（「五険一

金」）の企業負担比率引下げなどを促す。 

� 脆弱部分の補強。 

貧困救済、貧困脱却措置を踏み込んで実施し、2017年は農村貧困人口を 1,000万人以上減少させ、中

央財政の貧困対策特別資金を 30％以上増額する。 

②重点分野改革の深化 

� 財政・租税体制改革。 

増値税改革の関連政策を充実させつつ、付加価値税の税率構造を 4 段階から 3 段階へと簡略化する。

中央と地方の財政権限の見直しを推進し、地方税システムを改善し、地方政府の起債行為を規範化す

る。 

� 金融体制改革。 

実体経済の支援を金融機関業務の中心に据えるよう促し、差別化した審査評価細則・支援政策により、

中小企業・零細企業の資金調達をサポートする。多層的な資本市場を育成し、メインボード市場の基礎

的制度を改善するとともに、「創業板」、「新三板」を積極的に発展させる。 

� 金融監督管理体制の改革。 

リスクを着実に解消し、金融秩序を整理・規範化する。 

� 国有資産改革、混合所有制改革の深化。 

電力、石油、鉄道などを重点分野とし、天然ガス、石油業界の独占状況を改め、業務の開放を促進す

る。 

� 非公有制経済の促進。 

非公有制企業による国有企業改革への参加を推奨し、権利の平等、機会の平等、規則の平等を堅持し、

非公有制経済の市場参入条件をさらに緩和する。 

� 社会体制改革。 

養老保険制度（年金）改革を着実に推進し、国有資本の繰入れにより、社会保障基金を充実する。医療、

医療保険、医薬連動改革を深化し、公立病院総合改革を拡大し、医療価格、医薬品流通などの改革を
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バランスよく推進する。 

③潜在的成長性を引き出す 

� 消費の拡大。 

サービス消費の発展の促進、高品質製品の消費拡大、市場秩序の整理・規範化により、消費者の利益

の保護を図り、消費の安定的拡大を促す。 

� 有効投資の拡大。 

より多くの資金が脆弱部分の補強、構造の調整、イノベーションの促進、民生の改善へと投入されるよう

導く。政府・民間資本連携（PPP）を普及させ、優遇策を充実させるとともに、政府信用力を向上させる。 

� 地域間協力の促進。 

地域協力プロジェクトを国家レベルで統一的に推進し、国家レベルの新区、開発区、産業園区などのイ

ノベーション発展を促し、資源の枯渇、生態系の深刻な悪化などに直面している地域の経済モデルの転

換・発展を支援する。空域資源の配置を適正化し、海洋経済モデル区の整備を推進し、国の海洋権益

を断固として保護する。 

� 新型都市化の推進。 

戸籍制度改革を深化させ、1,300 万人以上の農村人口が都市部へ移住することを目指す。中小都市の

発展をサポートし、条件の備わった県や鎮を市へと格上げし、都市群の波及・先導効果を発揮させる。 

④イノベーションによる実体経済の構造転換、産業高度化の促進 

� イノベーションを原動力とする経済発展戦略を踏み込んで実施し、基礎研究とオリジナル研究に対し長

期的かつ安定的に支援する仕組みを整える。知的財産権総合管理改革を推進し、人材発展体制の改

革を深化させ、より効果的な人材導入政策を実施する。 

� 新興産業の育成・発展に注力し、新素材、人工知能、集積回路、バイオ医薬品、第5世代移動通信(5G) 

などの技術研究開発と実用化を加速させる。シェアリングエコノミーの発展をサポートし、社会資源の有

効活用を推進する。 

� 「中国製造 2025」に従い、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、ＩｏＴなどの応用を加速し、従来的産

業の生産、管理の効率化を促す。「大衆による起業・イノベーション」を継続的に推進し、起業・イノベー

ションのモデル基地を設立し、イノベーション型企業への支援に取り組む。 

⑤農業の発展と農民収入の増加 

� 農業の構造調整を推進し、農産物の高付加価値加工の発展を支援し、農村における第一次、二次、三

次産業の融合的発展の新たな枠組みを築く。 

� 農村改革を深化させ、農村集団財産権制度、農産物価格形成メカニズムと買付制度を改善し、農業用

水価格の総合改革を推進する。農村での起業、イノベーションを支援する仕組みを充実させ、大学新卒

者、科学技術者による農村での起業をサポートする。 

� 農村のインフラ整備を強化し、20 万キロに及ぶ農村部自動車道路の新規建設または改築を行い、農村

地域における安定的な電力供給、光ファイバーの敷設を推進し、農村の老朽危険家屋の改築を推進す

る。 

⑥対外開放の拡大 

� 「一帯一路」建設を着実に推進し、「陸上経済回廊」と海上協力拠点の建設に取組み、沿線諸国との協

力の枠組みを構築する。生産能力をめぐる国際協力を深化させ、中国の設備、技術、サービスの海外進

出を誘導し、互いの優位性を補完する。 

� 対外貿易の安定を維持しながら、貿易の構造転換、高度化を推進し、沿海部加工産業の中・西部地区
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への移転を促す。 

� 「外商投資産業指導目録」を改訂し、サービス業、製造業、採鉱業における外国資本参入条件を緩和し、

外資企業による国内での上場・債券発行を支援する。地方政府が権限内において外資誘致優遇政策を

策定し、実施することを許可する。 

� グローバル経済協力を推進し、多国間貿易交渉に積極的に参加し、中国・ASEAN 自由貿易区

（ACFTA）、東アジア地域包括的経済連携（RCEP）の交渉を推進し、アジア太平洋自由貿易圏

（FRAAP）建設に取り組む。 

⑦環境保護、大気汚染対策に注力 

� 生活用石炭の総合的対策を実施し、電気・ガスによる石炭の代替を 300 万世帯以上で実施し、小型石

炭ボイラーの使用をすべて廃止する。石炭火力発電所の省エネ化を強化し、再生可能エネルギー発電

を推進し、水力、風力、太陽光発電設備の稼働率を向上させる。 

� 汚染源対策を推進し、「重点工業汚染源」に対しオンラインによる 24 時間のモニタリングを行い、基準を

満たさない企業に営業停止処分を課す。「黄標車(排出基準未到達自動車)」の淘汰を推進し、クリーン

エネルギー車の利用を推奨するほか、重点地域では「国 6排出基準」のガソリン使用を普及させる。 

� 環境汚染に対する監督、管理を厳格化し、汚染物質を違法に排出したりデータを偽造したりしている企

業を厳しく取り締まる。水質・土壌汚染対策を強化し、化学的酸素要求量（COD）とアンモニア性窒素排

出量をそれぞれ 2％低減させる。 

� 生態系保護に取り組み、森林保護プロジェクト、長江経済ベルト重要生態系修復プロジェクトなどを実施

し、耕地の森林・草地への復元を 80万ヘクタール以上完了させる。 

⑧国民生活水準の改善 

� 公平で良質な教育を提供し、都市部における義務教育が全人口を網羅することを目指し、基盤が手薄

な学校の運営条件を継続的に改善する。 

� 「健康中国」の建設を推進し、都市・農村住民基本医療保険の財政補助基準を 1人当たり 450元へと引

き上げ、医療保険関連情報のネットワーク化を推進し、重大疾患保険制度を充実させ、保障水準を向上

する。 

� 食品・医薬品安全の監督管理の制度を整え、全過程の管理、医薬品の製造と管理の両立に取り組み、

違法行為に対し厳格な処罰を徹底する。 

� 定年退職者基本養老金を引続き引上げ、期日どおりの全額給付を確保する。生活自立能力喪失者向

け生活補助金制度、重度障害者向け介護補助金制度を全面的に実施する。 

⑨政府機能の強化 

� 党の指導を堅持し、習近平主席を核心とする共産党の権威を断固として守り、自覚をもって思想的、政

治的に党と高度の一致を保ち、政府の機能転換の加速と行政能力の向上をはかる。 

Ⅲ．コメント 

今年の経済成長目標は 6.5％前後と設定されている。昨年第 4 四半期から景気が持直す兆候が見られ、それ

に構造転換、供給側改革の推進による新たな経済成長力の形成を加えると、通年で考えた場合、目標の達

成はそれほど困難ではないと見方が多い。ただ、「報告」では、「より良い結果が得られるよう努める」とも述べ

ていることから、6.5％の成長目標は雇用などの安定を維持するための最低ラインとも考えられる。発展改革委

員会によれば、1ポイントの経済成長は 170万人前後の雇用を創出できることから、年間 1,100万人の新規就

業者数の目標を実現するために 6.5％前後の経済成長が必要であるとも説明されている。 
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「報告」は今年の新規就業者数目標を 1,100 万人以上と設定し、目標値を 4 年ぶりに引き上げ、政府が雇用

の安定を最重要視するスタンスが見て取れる。中国において、雇用の安定は経済のみならず、産業構造にも

大きく影響される。近年、サービス業が大きく成長し、雇用創出に大きく寄与しているため、この傾向が続いて

いけば、今年も問題なく雇用目標が達成できると思われる。ただ、企業と求職者のミスマッチは依然として多く

存在しており、引続き改善に取り組む必要があると思われる。 

「報告」は 2017年の財政赤字目標を 2兆 3,800億元と前年より 2,000億元増加させたが、赤字額の対 GDP

比率は 3％のままに据え置いた。これは積極的な財政政策という基調を保ちながら、赤字規模を前年と同水

準に維持するという比較的慎重な判断だと思われる。対 GDP 比率を 3％に据え置いた理由について、「報

告」は引続き減税措置を実施するためだと説明しており、これは単なる政府補助よりも企業活力を引出すのに

効果的とみられ、産業構造の高度化、構造側改革の推進にもプラスである。また、「報告」は貧困脱却など国

民生活水準の改善に財政予算を重点的に配分する方針を示しており、貧困脱却は供給側改革の一環であ

る「脆弱部分の補強」にも合致し、今年重点的に推進されると思われる。 

「報告」では今年の金融政策を 2016 年の「穏健・緩和」から「穏健・中立」へと転換した。この変化は、人民元

の切り下げ圧力、インフレ圧力などの外部環境、および企業債務の削減、金融リスクの防止といった政策方

針に基づくものと思われる。そのため、外部環境に大きな変化がなければ、引き締め気味の金融政策はしば

らく続く可能性が高いとみられる。同時に「報告」では、各種金融ツールを総合的に用い、流動性の充足を保

ちながら、市場金利を合理的な水準へと誘導し、より多くの金融資源が実体経済へ流れるよう求めた。この方

針は、金融資源が投機的活動へ過剰に流入することを防止し、中小企業、新興企業の資金需要を満たすた

めのものだと思われる。 

「報告」は「三つの解消、一つの低減、一つの補強」を今年の最重要任務とし、「供給側の構造改革」を断行

する決意を表明した。「供給側の構造改革」は中長期的に中国経済の持続可能な成長につながる重要措置

で、長期間にわたって取り組む課題となる。ただ、その状況下で、いかに景気の下振れ圧力を軽減し、失業

者を抑えるかがポイントとなり、改革と経済成長の間の舵取りに引き続き注目する必要がある。 
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