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2019 年全人代特集①
～政府活動報告の抜粋と解説
投資銀行部 中国調査室
第 13 期全国人民代表大会第 1 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、2019 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。
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Ⅰ．2018 年の活動の回顧


2018 年～2019 年の主要経済目標と達成状況
【図表 1】2018 年～2019 年の主要経済目標と達成状況
GDP成長率
都市部新規就業者数
都市部調査失業率
都市部登録失業率
CPI上昇率
農村部貧困人口
単位GDP当たりエネルギー
消費
赤字率
財政赤字
中央財政赤字
地方財政赤字
財政支出
中央から地方への移転支
出

2 0 1 8 年目標

2 0 1 8 年実績

2 0 1 9 年目標

6.5%前後
1,100万人以上
5.5%以下
4.5%以下
3%前後
1,000万以上減少

6.6%
1,361万人
5%前後
3.8%
2.1%
1,386万人減少

6%～6.5%
1,100万人以上
5.5%前後
4.5%以下
3%前後
1,000万人以上減少

3%以上低下

3.1%低下

3%前後低下

2.6%
2兆3,800億元
1兆5,500億元
8,300億元
21兆元

2.6%
2兆3,800億元
1兆5,500億元
8,300億元
22兆元

2.8%
2兆7,600億元
1兆8,300億元
9,300億元
23兆元以上、6.5%増加

10.9%増加

7.2%増加

10.9%増加

経済運営は合理的な範囲内に収まった
国内総生産（GDP）は 6.6％増加、規模が 90 兆元を突破した。経済成長率と電力使用量、貨物輸送量など
の実物指標の伸び率が釣り合っている。消費者物価指数（CPI）は 2.1％上昇、国際収支が基本的に均衡
した。都市部の新規就業者数は 1,361 万人、調査失業率は 5％前後と比較的低い水準を維持した。
経済構造は引き続き改善された
経済成長を牽引する消費の役割が一段と強まり、経済成長に対するサービス業の寄与率は 60%に接近し、
ハイテク産業、設備製造業の生産付加価値伸び率が一般工業を上回り、さらに農業が再び豊作となった。
GDP 1 単位当たりのエネルギー消費量は 3.1％低下し、質と効率は引き続き向上した。
発展の新たな原動力が急速に成長した
「嫦娥 4 号」など一連の重大科学技術革新成果が相次いで現れた。新興産業が好調に発展し、在来産業
の業態転換・高度化が加速した。大衆による起業・革新が推進され、1 日当たり新設企業数は 1 万 8,000
社、市場主体の数は 1 億社を超えた。
改革開放が新たな突破を果たした
国務院および地方政府の機構改革が順調に実施された。重点分野の改革が進み、市場参入ネガティブリ
スト制度が全面的に実施され、行政簡素化・権限委譲、緩和と管理の結合、サービスの最適化などの改革
が強化され、ビジネス環境の国際ランキングが上昇した。対外開放が全方位で拡大し、「一帯一路」共同建
設に進展を遂げた。第 1 回中国国際輸入博覧会が成功に開催され、海南自由貿易試験区の建設が始ま
った。貨物輸出入総額は 30 兆元を超え、実行ベース外資利用額は 1,383 億ドルと発展途上国の首位を保
った。
三つの難しい政策課題への挑戦（三大堅塁攻略戦）がよいスタートを切った
重大リスク防止・解消により、債務残高の対 GDP 比が安定的に向かった。的確な貧困脱却が推進され、農
村の貧困人口は 1,386 万人減少し、移住・転居による貧困救済者数は 280 万人となった。汚染対策が強化
され、微小粒子状物質（PM2.5）の濃度が低下し、生態文明建設が顕著な成果を上げた。
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人民生活が持続的に改善した
住民 1 人当たり可処分所得は実質ベース 6.5％伸びた。個人所得税の基礎控除額を引き上げ、特別付加
控除項目 6 つを設置した。基本養老、基本医療などの保障を強化し、貧困世帯の学生約 1 億人を救済し
た。バラック住宅改築、農村部危険住宅改築はそれぞれ 620 万戸、190 万戸完了した。


過去 1 年間の主な取組

① マクロコントロールを革新・充実させ、経済の安定運営を保った。


新たな状況や変化に直面し、強い刺激策をとらず、マクロ政策の連続性と安定性を保ち、ターゲット
コントロール・臨機応変なコントロールを強化し、事前調整・微調整を行った。



積極的な財政政策を堅持し、減税・料金引き下げ、脆弱分野の補強、構造調整に注力した。増値
税税率を引き下げ、税収優遇の対象となる小型零細企業の範囲を拡大し、研究開発・イノベーショ
ンの奨励を目的とした税収政策を打ち出した。通年で企業・個人の税・料金負担を約 1 兆 3,000 億
元軽減した。財政支出構造を最適化し、財政の遊休資金を活性化し、重点分野への支出を保障し
た。



穏健な金融政策を堅持し、実体経済への金融支援を指導した。資金調達難、資金調達コスト高の
問題に対して、預金準備率を 4 回引き下げ、民営や小型零細企業の資金逼迫状況を緩和した。株
式市場、債券市場の異常な変動に対応し、人民元為替レートを安定させ、外貨準備高を 3 兆ドル以
上に保った。

② 三つの難しい政策課題への挑戦（三大堅塁攻略戦）をしっかり進め、重点任務に積極的な進展を遂げた。
三大堅塁攻略戦の 3 年行動プランを策定・実施した。構造的レバレッジ解消を推進し、金融分野のリスク
に対処し、地方政府債務リスクを防止・抑制し、不動産市場の調整メカニズムを改革・改善した。的確な貧
困脱却を推進し、資金投入を増大し、社会的援助を強化し、貧困地域の自己発展能力を高めた。「青い
空、澄んだ水、きれいな土を守る戦い」を展開した。エネルギー構造と運輸構造を最適化し、北方地域の
「石炭から天然ガスへ」、「石炭から電気へ」の転換を推進した。化学肥料と農薬使用量が減少した。
③ 供給側構造改革を深化させ、実体経済の活力を引き出した。鉄鋼、石炭業の過剰生産能力の削減を推
進した。投資の安定化措置を実施し、製造業や民間投資の伸び率が回復した。個人消費促進政策を打
ち出した。「インターネット+」を推進し、新技術・新モデルを活用して在来産業を改造した。行政簡素化や
減税・料金引き下げを推進し、行政許可事項を数多く廃止した。企業の設立までにかかる時間を大幅に
短縮し、工業生産許可証の種類を 3 分の l 以上減らした。各種の企業関連料金徴収を整理・規範化し、
電力・インターネット・物流コストを引き下げた。
④ 革新駆動型発展戦略を実施し、イノベーション能力と効率を向上した。イノベーション環境を改善し、各種
イノベーション主体の積極性を引き出した。科学技術管理体制の改革を深化させ、コア技術のブレークス
ルーを推進し、重要科学技術インフラやイノベーションセンターの建設を強化した。技術革新主体として
の企業の地位を強め、研究開発費加算控除割合引き上げ政策の対象をすべての企業に拡大した。技術
契約の成約額が 30％以上増加した。
⑤ 改革開放を強化し、発展の原動力を増強した。国有資本・国有企業改革を深化させ、国有企業再編、
質・効率の向上に進展を遂げた。民営企業の発展が直面する困難や問題に対して、あらゆる措置を講じ
た。財政・租税改革を推進し、実績に基づく予算管理改革が開始した。金融監督管理体制を改革し、金
利・為替レートの市場化形成メカニズムを改善した。農業・農村、社会事業、生態環境保護などの改革を
深化させた。対外開放の一連の重要措置を打ち出し、「一帯一路」共同建設の先導効果が発揮され、沿
線国との協力メカニズムが整備された。貿易安定化政策を打ち出し、貨物の通関時間を半分以上短縮し
た。一部商品の関税を引き下げ、平均関税率を 9.8％から 7.5％に低下させた。外資参入ネガティブリスト
の項目を大幅に減らし、金融・自動車などの産業の開放を拡大し、新設外資企業数が 70％近く増えた。
⑥ 都市・農村間、地域間の発展を統一的にはかり、相互促進の枠組みの形成を加速した。農村振興戦略を
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実施し、食糧の総生産量を 6 億 5,000 万トン以上に保った。新型都市化が推進され、農業移転人口 1,400
万人近くが都市部に定住した。西部開発、東北振興、中部崛起、東部先行発展を推進し、改革・革新措
置を打ち出した。京津冀協同発展が進展し、長江経済ベルトの生態優先・グリーン発展の形が定まった。
粤港澳大湾区計画・建設が実質的な一歩を踏み出し、港珠澳大橋が開通した。高速鉄道の運営距離が
4,100 キロ、高速道路が 6,000 キロ、農村道路が 30 万キロ新規建設された。
⑦ 民生の保障・改善を堅持し、改革発展の成果がより多くの人民大衆に恩恵をもたらした。外部環境の変化
による雇用への影響に対して、雇用安定化措置を打ち出した。企業従業員基本養老保険基金中央調整
制度を確立し、定年退職者の基本養老金を引き上げ、都市・農村住民の基本養老金の最低基準を月 70
元から 88 元に引き上げた。医療・医療保険・医薬連動改革を深化させた。住民基本医療保険の補助基
準と重大疾患保険の給付比率を引き上げた。新薬の審査・許認可改革を加速させ、17 種類の抗癌剤を
大幅に値下げし、国家医療保険給付目録に組み入れた。
⑧ 法治政府建設とガバナンス革新を推進し、社会の調和と安定を保った。18 本の法案を全人代常務委員
会に提出し審議を求め、37 本の行政法規を制定・改正した。政府の機構設置と職能配置を改革・調整
した。国務院監察を行い、改革発展政策の徹底を推進した。緊急対応管理を改革・強化し、自然災害に
有効に対応し、生産安全事故と特別重大事故の件数を減らした。食品・医薬品安全の監督管理を強化し、
長春長生公司などの欠陥ワクチン事件を厳しく処理した。

Ⅱ．2019 年の重要任務と政策方針


今年の経済発展の主要目標



GDP 成長率は 6.0～6.5%、都市部新規就業者数は 1,100 万人以上、都市部調査失業率は 5.5%
前後、都市部登録失業率は 4.5%以下、CPI 上昇率は 3%前後とする。



国際収支を基本的に均衡させ、輸出入は安定の中で質を向上する。



債務残高の対 GDP 比を安定させ、金融・財政リスクを防止・抑制する。



農村貧困人口を 1,000 万人以上減少し、住民所得の伸びと経済成長を同ペースにする。



GDP 1 単位当たりのエネルギー消費量を 3％前後削減し、主要汚染物質の排出量を引き続き減
少させる。



引き続き積極的な財政政策と穏健な金融政策を実施し、雇用優先政策を実施し、政策協調を強化
し、経済運行を合理的な範囲内に確保し、経済・社会の持続的発展を促進する。



今年のマクロ経済政策基調

積極的な財政政策を強化する。今年の財政赤字率は 2.8％、昨年の予算を 0.2 ポイント上回る。財政赤字は 2
兆 7,600 億元、うち中央財政赤字は 1 兆 8,300 億元、地方財政赤字は 9,300 億元。財政赤字率を適度に引き
上げたのは、財政収支や特別債の発行、今後生じうるリスクに対応するための政策余地を考慮したものであ
る。今年の財政支出は 6.5％増の 23 兆元を超え、中央から地方への移転支出は 10.9％増とする。
穏健な金融政策は緩和と引き締めを適度なものにする。M2 と社会融資規模の伸び率と GDP の名目成長率
が釣り合う。通貨供給のバルブをしっかり管理し、大規模灌漑（ばらまき）を行なわず、様々な金融政策ツール
を運用し、金融政策の波及ルートを疎通し、流動性の合理的な充足を保持する。実体経済、特に民営企業
や小型零細企業の資金調達難、資金調達コスト高の問題を緩和し、金融リスクを防止・解消する。金利市場
化改革を深化させ、実質金利水準を引き下げる。為替レート形成メカニズムを整備し、人民元為替レートを合
理的均衡水準での基本的安定を保つ。
雇用優先政策に注力する。雇用優先政策を今年初めてマクロ政策のレベルに置くのは、雇用を重視・支援
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するためである。現在と今後しばらく、雇用総量の圧力が減らず、構造的矛盾が顕在化し、新たな影響要因
が増加しているため、雇用をより優先的な位置に置かなければならない。安定成長の第一の目的は雇用の確
保である。今年の都市部新規就業者数は目標達成のうえに、ここ数年の実績水準達成を目指し、都市部の
労働力の雇用を保障する一方、農業余剰労働力の移転にも余裕を残す。
供給側構造改革を主軸として堅持し、市場化・法治化の手段を使い、「三つの解消、一つの低減、一つの補
強（過剰生産能力・過剰在庫・過剰債務の解消、コストの低減、脆弱分野の補強）」の成果を固め、ミクロ経済
主体の活力を増強し、産業チェーンのレベルを向上させ、経済の質の高い発展を推進する。
三大堅塁攻略戦をしっかり進める。重大リスクの防止・解消では最低ラインを守り、過剰債務の構造的解消を
堅持し、金融市場の異常な変動を防止し、地方政府の債務リスクを適切に処理し、外部からのリスクを防止・
抑制する。的確な貧困脱却では現行の基準を堅持し、極度貧困地域と特殊貧困層に力を入れ、貧困脱却の
質を向上させる。汚染対策では「青い空を守る戦い」の勝利に努め、生態環境の質を持続的に改善する。

Ⅲ．2019 年における政府活動の任務
今年の経済・社会発展に関する重点内容、キーポイントと主要活動の内容を以下の 10 個としてまとめた。
【図表 2】2019
年における政府活動の任務の概要
2019年における政府活動の任務の概要
（一）

マクロコントロールを引き続き革新して完備させ、経済発展を合理的
な範囲内に維持するように確保する。
1.1 減税・増値税改革
1.2 社会保険料の企業負担を軽減
1.3 政府財政は節約を徹底

（六） 地域間の調和発展を促進し、新型都市化の質を高める。
6.1 地域間発展の枠組みを最適化
6.2 新型都市化を一層推進
（七） 汚染対策と生態系整備を強化し、グリーン発展を全力で推進する。

1.4 企業資金調達難を解決
1.5 地方債の役割を効果的に発揮
1.6 雇用の安定・拡大
（二） 市場主体の活力を引き出し、ビジネス環境の改善に力を入れる。
2.1 審査・認可のスリム化とサービスの最適化
2.2 公正な監督管理で公平な競争を促進
2.3 改革によって企業関連料金を削減
イノベーションによる発展の牽引を堅持し、新たな原動力を大きく育て
（三）
る。
3.1 伝統産業の高度化
3.2 新興産業の発展を加速
3.3 科学技術実力の向上
3.4 大衆による起業・革新を深化
（四） 強大な国内市場の形成を促し、内需の潜在力を持続的に引き出す。
4.1 消費の安定成長を推進
4.2 有効投資を合理的に拡大
ややゆとりのある社会の全面的建設に向けて、貧困脱却と農村振興
（五）
を着実に推進する。
5.1 的確な貧困脱却攻略戦を推移
5.2 農業生産とくに食糧生産を強化
5.3 農村建設を着実に推進
5.4 農村改革を全面的に深化



7.1 汚染対策を引き続き推進
7.2 グリーン・環境保護産業の発展を促進
7.3 生態系の保護・復元を強化
（八） 重点分野の改革を深化し、市場メカニズムの完備を加速する。
8.1 国有資本・国有企業改革を加速
8.2 民営経済の発展環境の改善に注力
8.3 財政・租税体制と金融体制の改革を深化
全方位の対外開放を推進し、国際的な経済協力・競争における新
（九）
たな優位性を育てる。
9.1 対外貿易の安定・質の向上を促進
9.2 外資の誘致にさらに注力
9.3 「一帯一路」共同建設を推進
9.4 貿易と投資の自由化・円滑化を促進
社会諸事業の発展を加速させ、民生のさらなる保障と改善をはか
（十）
る。
10.1 より公平で質の高い教育の発展を促進
10.2 基本医療衛生サービスを保障
10.3 社会保障制度・政策の完備を促進
10.4 大衆の精神文化生活を豊富化
10.5 ソーシャルガバナンスを強化・革新

マクロコントロールを引き続き完備させ、経済発展を合理的な範囲内に維持するように確保


【1.1 減税・増値税改革】更なる大規模な減税を実施する。包括的な減税と構造的な減税を並行し
て実施し、製造業と小型・零細企業の税負担を重点的に軽減する。①増値税改革を深化させ、製
造業などの業種の税率を現行の 16%から 13%に、交通運輸業や建築業などの業種の税率を現行
の 10%から 9%に引き下げ、主要業種の税負担が顕著に低減することを確保する。現行税率が 6%
である業種の税率は据え置くが、生産性・生活性向けサービス業に対して税控除など関連措置を講
じることによって、あらゆる業種の税負担を確実に軽減し、税率の 3 段階から 2 段階への統合と税制
の簡素化を引き続き進めていく。②年初に開始した小型・零細企業向けの包括的減税政策の実施
を徹底させる。
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【1.2 社会保険料】①都市部従業員基本養老保険の保険料率（企業負担分）を引き下げ、各地方
政府が最低で 16%まで引き下げることは可能とされる。②現行の徴収方式を安定させ、地方政府が
徴収体制改革において、小型・零細企業の実質的な保険料負担を加重させたり、勝手に過去の未
納部分を一括で納めさせたりしてはならない。③失業保険と労災保険の保険料率を段階的に引き
下げる措置を継続して実施する。④養老保険の省級統一運営改革の推進を加速させ、企業従業員
養老保険金における中央調整の割合を引き続き引き上げ、一部国有資本の繰り入れによって社会
保険基金を充実させる。⑤企業保険料負担を軽減すると同時に、従業員の社会保険処遇を現状維
持させ、養老金の合理的増加と期日通りの満額給付を保障して、社会保障基金の持続可能性を確
保し、企業と従業員のどちらにも利益があるようにする。



【1.3 政府財政に関する措置】年間で企業の税負担と社会保険料を 2 兆元弱軽減することは、各級
財政を大きく圧迫することになる。企業の負担軽減を支援するために、各級政府は節約を徹底すべ
きである。①中央財政については、財源を開拓して支出を抑え、特定国有金融機関と中央企業から
徴収する利潤額を増加し、一般支出を 5%以上削減し、海外出張費・公務接待費・公用車経費をさ
らに 3%前後削減し、休眠状態にある資金を回収する。②地方政府については、潜在性を引出し、
支出構造の改善に力を入れ、資金・資産の活性化を図る必要がある。



【1.4 企業資金調達難の解決】①マネーサプライ・銀行貸出の仕組みを改革し、実体経済を的確か
つ効果的に支援し、資金の空転や資産経済への重心のシフトを防止する。②中小銀行に対して目
標を絞った預金準備率の引き下げを強化し、その資金をすべて民営企業と小型・零細企業向け貸
出に回すことにする。③国有大型商業銀行の資本補充能力を強化し、製造業向け中長期貸出と信
用貸出の増加を奨励する。今年は、国有大型銀行の小型・零細企業向け貸出の増加率を 30%以
上にする。④銀行及び仲介機関のサービス料金を整理・規範化する。



【1.5 地方債の役割を効果的に発揮】①今年は地方特別債を昨年より 8,000 億元増加の 2 兆 1,500
億元とし、重点プロジェクトの建設を資金面で支援するとともに、地方政府債務リスクの防止・解消の
条件を整える。②特別債の使用範囲を合理的に拡大する。③地方政府の借換債を一定額発行し、
地方の利息負担を軽減する。③市場化方式を奨励し、地方政府融資プラットフォームの満期債務
問題を解決する。



【1.6 雇用の安定・拡大】①大学新卒者・退役軍人・農民工などの重点層に対する就業支援を強化
する。農村貧困人口に当たる人や都市部で失業登録をして半年以上の人を雇用する企業に対し、
租税や手数料などを 3 年にわたり一定額減免する。②雇用における性別や身分による差別を断固と
して防止する。③職業技術教育向上行動を実施し、高等職業学校を含む職業教育の発展に注力
する。失業保険基金の残高から 1,000 億元を拠出し、延べ 1,500 万人以上の労働者の技術向上及
び再就職・転職訓練に使用する。
【図表 3】2019 年における政府活動の減税・コスト減の政策目標
分野／対象

内容

製造業

増値税税率を現行の16%から13%まで引き下げる

交通運輸業、建築業

増値税税率を現行の10%から9%まで引き下げる

生産性・生活性向けサービス業

現行税率の6%は据え置くが、生産性・生活性向けサービス業に対して税控除など関連措置を講じる

小規模納税人

増値税課税最低限を月間売上高3万元から10万元に引き上げる

基本養老保険

都市部従業員基本養老保険の保険料率（企業負担分）を引き下げ、各地方政府が最低で16%まで引き下げる
ことが可能；失業保険と労災保険の保険料率を段階的に引き下げる

電気
交通
ブロードバンド
総計
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電気料金の徴収を規範化させ、一般工業・商業用電気料金をさらに10%引き下げる
二年以内に、全国の高速道路の省境料金所を基本的になくし、一部の鉄道や港湾のサービス料金を廃止また
は引き下げる。
中小企業向けブロードバンドの平均使用料をさらに15%、モバイルデータ通信の平均料金をさらに20%以上引き
下げる。
年間で企業の税負担と社会保険料を2兆元弱軽減する
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市場主体の活力を引き出し、ビジネス環境の改善に力を入れる


【2.1 審査・認可のスリム化とサービスの最適化によって投資と事業を促進】①市場参入ネガティブ
リストの項目をさらに減少する。②政府は自身が管理すべきでないことを市場に任せ、資源配分へ
の直接的関与を最大限減らし、審査・認可事項をできるだけ減らし、審査・認可の手順と段階を削り、
企業が行政関連の労力を費やさなくて済むようにしなければならない。③今年は、すべての企業関
連経営許可事項に「証（関連業界の管理部門による営業許可）」と「照（工商部門による商業登記）」
の分離改革を実行し、企業が手軽に営業執照を取得して速やかに営業を開始できるようにする。④
行政手続きの「オンライン化・ワンストップ化」を推進し、証明書制度の簡素化を強化する。⑤業務サ
ービスの「採点」制度を確立し、政府のサービスを企業・個人に評価してもらうようにする。



【2.2 公正な監督管理で公平な競争を促進】①公平な競争の審査制度と公正な監督管理制度を改
革して充実させ、統一市場と公平な競争の妨げとなっている規定の整理を加速する。②部門横断的
な共同監督管理を推進し、信用監督管理と「インターネット＋監督管理」の改革を実施する。③裁量
権を濫用する法執行や恣意的な法執行を禁止し、企業や個人に難癖を受けることを禁止する。④
ニセモノ・粗悪品の製造などの違法行為を法に基づいて取り締る。



【2.3 改革によって企業関連料金を削減】①電力の市場化改革を深化させ、電気料金の徴収を規
範化させ、一般工業・商業用電気料金をさらに 10%引き下げる。②二年以内に、全国の高速道路の
省境料金所を基本的になくし、料金徴収の利便性を向上させる。③一部の鉄道や港湾のサービス
料金を廃止または引き下げる。④行政事業性料金の徴収を規範化させ、透明性を向上させる。

イノベーションによる発展の牽引を堅持し、新たな原動力を大きく育てる


【3.1 伝統産業の高度化】①先進的製造業と現代サービス業の融合発展を促進し、製造強国の建
設を加速させる。②工業インターネットプラットフォームを作り、「スマート＋」を開拓し、製造業の業
態転換・高度化を促進する。③企業の技術改良と設備更新を加速させ、固定資産の加速償却優遇
政策を製造業分野全体に広げる。④国際的先進水準に合わせ、中国製の製品・中国のサービスを
国内外に選んでもらえるようにする。



【3.2 新興産業の発展を加速】①ビッグデータ、人工知能（AI）関連の研究開発と応用を深化し、次
世代情報技術・ハイエンド設備・バイオ医薬品・新エネルギー車・新素材などの新興産業クラスター
を育成し、デジタル経済を発展させる。②プラットフォームエコノミーやシェアリングエコノミーといっ
た新業態・新モデルの発展を後押しする。各業種・各分野で「インターネット＋」を推進する。③イン
ターネットの通信速度の向上と料金の引き下げを引き続き推進する。遠隔教育や遠隔医療用のネッ
トワークを改良・高度化する。④今年は、中小企業向けブロードバンドの平均使用料をさらに 15%、
モバイルデータ通信の平均料金をさらに 20%以上引き下げ、番号ポータビリティーを全国で実施し、
通信料金を確実に値下げする。



【3.3 科学技術実力の向上】①基礎研究・応用基礎研究を支援し、企業を主体とする産・学・研一
体化イノベーションの仕組みを整える。②国際的なイノベーション協力を拡大する。③知的財産権の
保護を強化し、知的財産権の侵害に対する処罰的賠償制度を整え、発明・創造とその実用化を促
進する。④科学研究者が研究に専念できるような研究環境を提供する。



【3.4 大衆による起業・革新を深化】①包括的なサポートを強め、小規模納税人（増値税上の納税
者区分の一つで、年間売上高が規定の基準以下の者）の増値税課税最低限を月間売上高 3 万元
から 10 万元に引き上げる政策といった租税優遇政策を実施する。②金融支援を強化し、「科創板」
を設立して登録制の試行を進め、大衆による起業・革新支援目的の金融債の発行を奨励し、ベンチ
ャー投資の発展を促進する。③人材の育成を強化し、留学帰国者と外国籍人材へのサービスを改
善する。
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強大な国内市場の形成を促し、内需の潜在力を持続的に引き出す


【4.1 消費の安定成長を推進】①住民所得の増加を促し、消費能力を高める。改正された個人所得
税法を実施し、減税政策の対象である約 8,000 万の納税者に確実に適用されるようにする。②消費
需要の変化に合わせ、良質な製品・サービスの供給を増加し、民間資本の参入障壁を取り除く必要
がある。③60 歳以上の 2 億 5,000 万人に必要な養老関連サービスを提供する。特にコミュニティー
養老サービス業の発展に力を入れ、コミュニティーでのデイサービス、リハビリ・介護、生活援助など
のサービスを提供する機関を租税・費用の減免、補助金の交付、水道代・光熱費の優遇などで支援
し、新たに建設される住宅地にはコミュニティーの養老サービス施設の併設を義務付ける。医療・介
護の連携政策を改革して充実させ、長期介護保険制度の試行範囲を拡大する。④乳幼児保育サ
ービスを発展させ、託児サービス機関の民営運営を支援する。⑤観光産業を大きく発展させる。⑥
自動車消費を安定させ、新エネルギー車の取得税優遇政策の実施を継続する。⑦オンラインとオフ
ラインの消費の融合発展を促進する。⑧農村の物流網を整え、E コマースと宅配便の発展を支援す
る。⑨消費者の権利・利益の保護を強化する。



【4.2 有効投資を合理的に拡大】①鉄道投資 8,000 億元、道路・水運投資 1 兆 8,000 億元を達成し、
新たに多くの重要水利プロジェクトに着工し、川蔵線の計画・建設を加速し、都市間交通・物流・市
政・災害対策・民間航空・一般航空などのインフラ投資に注力し、次世代情報インフラの整備を強化
する。②今年は中央予算枠内の投資を昨年より 400 億元増やして 5,776 億元とする。③プロジェクト
の資金調達方法を刷新し、インフラなどのプロジェクトの自己資本比率を適度に引き下げ、開発金
融のツールを活用し、重点分野のプロジェクト建設における民間資本の参入を奨励する。民間投資
支援政策を実施し、政府・民間資本提携（PPP）を秩序立てて推進する。

ややゆとりのある社会の全面的建設に向けて、貧困脱却と農村振興を着実に推進


【5.1 的確な貧困脱却攻略戦を推移】①極度貧困地区の貧困脱却策を強化し、特別貧困人口への
補償措置を実施する。貧困から脱却して豊かになるための産業面の支援を強化する。②貧困地区
における中途退学問題を解決する。重点大学への農村・貧困地区特別枠入学者数を引き続き増加
し、教育で貧困の世代間連鎖を断ち切る。③貧困から抜け出した県・人々向けの支援策を一定期
間継続し、貧困脱却の成果を定着させる。



【5.2 農業生産とくに食糧生産を強化】①食糧生産量を安定させ、高基準農地を新たに 8,000 万ム
ー（約 533 万ヘクタール）に造成する。豚などの家畜・家禽の生産を安定させ、アフリカ豚コレラなど
の伝染病をしっかり予防・抑制する。②農業の技術的改革・革新を加速し、現代的種子事業の発展
に注力し、地理的表示農産物の保護プロジェクトを実施し、農業の完全機械化を推進する。③家庭
農場や農民合作社（協同組合）など新しいタイプの経営主体を育成し、小規模農家への社会サービ
スを強化し、多様な形態の適正規模経営を発展させる。④農村に U ターン・I ターンしての起業・革
新を支援し、第一次・二次・三次産業の融合発展を促進する。⑤農民工の賃金遅配・未払い問題を
完全に解決する。



【5.3 農村建設を着実に推進】①農村の飲用水の安全性強化・水質向上プロジェクトの実施を加速
する。②農村の送配電網の新たなグレードアップ・改良事業を完了させる。③「トイレ革命」やゴミ・汚
水対策を推進する。



【5.4 農村改革を全面的に深化】①農村の土地収用、集団経営性建設用地の市場投入、宅基地
（農村の居住用の土地）制度改革のパイロット成果を押し広める。②集団財産権、林権、国有営林
区・営林場、農地開墾、供銷合作社（農業生産財・消費財の販売と農産物・副業生産物の買い上げ
を行う商業機構）などの改革を深化させる。③食糧価格の市場化形成メカニズムを整え、政策性農
業保険の改革の試行範囲を拡大する。
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地域間の調和発展を促進し、新型都市化の質を高める


【6.1 地域間発展の枠組みを最適化】①西部地区の開発・解放の新たな政策措置を策定し、同地
区の企業所得税優遇政策など期間終了後も引き続き実施する。②東北地区の全面的新興、中部
地区の勃興、東部地区の先行発展に向けた改革・革新措置を実施する。③京津冀協同発展は北
京の非首都機能の外部移転に重点を置き、高水準で雄安新区を建設する。④粤港澳大湾区建設
計画を着実に実施し、生産要素の移動と人の往来の円滑化を促進する。⑤長江デルタ地域一体化
発展を国家戦略に格上げし、発展計画要綱を策定・実施する。⑥長江経済ベルトの発展では、流
域間協力を堅持し、生態系の保護・復元と総合交通運輸体系の整備を強化する。⑦資源依存型地
区の経済モデルの転換を支援する。⑧ブルーエコノミーを大いに発展させ、海洋環境を保護する。



【6.2 新型都市化を一層推進】①農村からの移転人口の都市部への戸籍定着、都市部の基礎的公
共サービスが常住人口に行き渡るようにする。②住宅問題を解決する。住宅市場体系と住宅保障体
系を改革して改善し、不動産市場の安定かつ健全な発展を促進する。保障型住宅の建設と都市部
バラックの改築を引き続き推進し、貧困層の居住面の基本的需要を保障する。③都市部の古い住
宅地の改造、関連水道・電気・道路・ガスなどの配線や配管を更新し、エレベーターの増設を支援し、
マーケット、コンビニエンスストア、商店街、駐車場、バリアフリー通路など生活サービス施設を整備
する必要がある。

汚染対策と生態系整備を強化し、グリーン発展を全力で推進


【7.1 汚染対策を引き続き推進】①今年は、二酸化硫黄と窒素酸化物の排出量を 3%減少し、重点
地区の PM2.5 の濃度を引き続き低下させる。京津冀とその周辺、長江デルタ、黄河流域の一部地
域の大気汚染対策を引き続き推進し、工業・石炭・自動車といった三大汚染源対策を強化する。北
方地区の暖房のクリーン化を行う。②水質・土壌汚染対策を強化し、今年は化学的酸素要求量
（COD）とアンモニア性窒素排出量を 2%減少する。「黒臭水」対策を加速させ、重点流域・沿岸海
域総合対策を推進する。固形廃棄物と都市のゴミの分別処理を強化する。③企業は汚染対策の主
体として、環境保護の責任を法に基づいて果たさなければならない。ただし、企業に対しては法律と
規則によって監督管理する一方で、企業には相応の時間を与え、単純で乱暴な対策措置やいきな
り閉鎖させてしまうようなやり方を避ける。



【7.2 グリーン・環境保護産業の発展を促進】①火力発電や鉄鋼業の超低排出目的の改良を加速
させ、重度汚染型業種に対して排出基準に適応するように改造を実施する。②石炭のクリーン利用
を推進し、風力・太陽光・水力発電の有効利用率の低い問題の解決を加速する。③大都市の下水
道網と下水処理施設の整備に注力する。④省エネ・資源のリサイクルを促進し、グリーン建築を押し
広める。⑤環境経済政策を改革し、グリーン金融の発展を加速させ、専門的な環境保護基幹企業
を育成する。



【7.3 生態系の保護・復元を強化】①山・川・林・農地・湖・草原の生態系保護・復元プロジェクトの試
行を推進し、国土緑化、防砂治砂、土壌侵食対策、生物多様性の保全に引き続き取り組む。②国
家公園体制改革を深化する。

重点分野の改革を深化し、市場メカニズムの完備を加速する


【8.1 国有資本・国有企業改革を加速】①国有資産の監督管理を強化・改善し、国有資本投資会
社・運営会社改革パイロットを推進し、国有資産の価格の維持・拡大を促進する。②混合所有制改
革を積極的かつ妥当に推進する。コーポレートガバナンス構造を完備にさせ、市場化経営の仕組
みを整え、専門経営者といった制度を確立する。③「ゾンビ企業」を法に基づいて処理する。④電
力・石油・天然ガス・鉄道などの分野における改革を深化させ、自然独占業種のそれぞれの特性に
基づいて「網運分離（保有者と運営者の分離）」を行い、競争力のある業務の市場開放を行う。
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【8.2 民営経済の発展環境の改善に注力】①競争の中立性原則に基づき、生産要素の獲得、参入
許可、経営運営、政府購入と入札などの面において、各種所有制企業を平等に取り扱う。②親身で
清廉な政府と民営企業の関係を構築し、政府と企業の意思疎通の仕組みを整える。③財産権の保
護を確実に貫き、権利侵害行為に対して法に基づいて処罰する。



【8.3 財政・租税体制と金融体制の改革を深化】①予算公開改革にさらに注力し、中央と地方にお
ける財政権限と支出責任の区分改革を推進する。②地方税体系を整え、不動産税の立法化を着実
に推進する。③地方政府の債権型資金調達の仕組みを規範化する。④実体経済を支援するため
に、金融体系構造の完備を促進し、資本市場の基礎制度を改善し、多元化した資本市場の健全な
発展を促進し、直接金融とくにエクイティーファイナンスの割合を向上させる。⑤保険業の保険保障
機能を強化する。⑥金融リスクに対するモニタリング・早期警報、解消・処理能力を強化する。

全方位の対外開放を推進し、国際的な経済協力・競争における新たな優位性を育てる


【9.1 対外貿易の安定・質の向上を促進】①輸出市場の多元化を促進する。②輸出信用保険の適
用範囲を拡大する。③越境 E コマースなど新業態の支援策を改革する。④サービス貿易の革新・発
展を促進し、加工貿易のモデル転換、中西部地区への移転を導き、総合保税区の機能を十分に発
揮させる。⑤輸入構造を改善し、輸入規模を積極的に拡大する。⑥第 2 回中国国際輸入博覧会を
開催する。⑦通関の円滑化水準の向上を加速する。



【9.2 外資の誘致にさらに注力】①市場参入条件をさらに緩和し、外資参入ネガティブリストの項目
を減少し、より多くの分野において外資独資経営を認める。金融などの産業の改革開放措置を実施
し、債券市場の開放政策を完備させる。②国際的に共通している経済貿易ルールとのすり合わせを
加速し、政策の透明性と実施の一貫性を向上し、国内企業と外資企業が平等に取り扱われ、公平
に競争できるような公正な市場環境を整える。外商の合法的な権利・利益の保護を強化する。③自
由貿易試験区に大きな改革・イノベーション自主権を与え、上海自由貿易試験区に新エリアを増設
し、海南自由貿易試験区の建設を推進する。国家級経済技術開発区・ハイテク産業開発区・新区
が自由貿易試験区関連改革の試行を展開することを支援する。



【9.3 「一帯一路」共同建設を推進】①市場原則と国際的に普及しているルールに従って、企業の
主体性を発揮させ、インフラの相互連結を促進し、生産能力をめぐる国際協力を強化し、第三国市
場での協力を開拓する。②第 2 回「一帯一路」国際協力サミットフォーラムを開催する。



【9.4 貿易と投資の自由化・円滑化を促進】①中国は経済グローバル化と自由貿易を擁護し、世界
貿易機関（WTO）改革に積極的に参与する。②ハイレベルな FTA ネットワークの構築を加速させ、
東アジア地域包括的経済連携（RCEP）交渉、中日韓 FTA 交渉、中国・EU 投資協定交渉を推進し、
中米経済貿易協議を引き続き行っていく。③中国は互恵協力・ウィンウィン発展を原則とし、対等な
立場での協議による貿易紛争の解決を一貫して主張する。

社会諸事業の発展を加速させ、民生の更なる保障と改善をはかる。


【10.1 より公平で質の高い教育の発展を促進】①都市・農村の義務教育の一体化発展を推進し、
「インターネット＋教育」を発展させ、良質な資源の共有を促進する。②今年は財政状況がかなり逼
迫しているが、国家財政による教育関連支出の対 GDP 比を引き続き 4%以上に保ち、中央財政の
教育支出を 1 兆元以上とする。



【10.2 基本医療衛生サービスを保障】①都市・農村住民基本医療保険及び重大疾患保険の保障
水準を高める。②癌の予防・治療キャンペーンを実施し、予防検診・早期診療・早期治療、科学研
究によるブレークスルーを推進する。③高血圧・糖尿病などの慢性病の予防・治療を促進する。④
公立病院の総合改革を深化させる。医療機関の民間経営を促進する。遠隔医療サービス体系の確
立を加速する。



【10.3 社会保障制度・政策の完備を促進】①定年退職者の基本養老金を引き続き引き上げる。②
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都市・農村の最低生活保障や特別救済などの基準を適度に引き上げる。③都市部の生活困難労
働者の救済に注力する。④障害の予防・リハビリサービスの水準を向上させる。


【10.4 大衆の精神文化生活を豊富化】①インターネットコンテンツ建設を強化する。文学・芸術の創
作、報道・出版、放送・映像、資料・公文書保存などの事業を発展させる。有形文化財の保護・利用
と無形文化遺産の伝承を強化する。②外国との人的・文化的交流を深化する。③全国民健康促進
活動を広く推進する。④2020 年オリンピック・パラリンピック参加の準備、第 7 回世界軍人体育大会
の開催を成功させる。



【10.5 ソーシャルガバナンスを強化・革新】①社会信用システムを完備させる。②地震・気象・水文。
地質・測量マッピングなどの関連業務を推進する。

Ⅲ．解説


経済減速を容認しながら、雇用確保のためのデットラインを設定

2019 年の経済成長目標を 6.0－6.5％と設定したのは、内外の発展環境が深刻化する背景で経済の減速、そ
して経済の不確定性による変動を容認する姿勢を示したほか、経済成長の質を重んじ、経済構造調整を継
続することを示している。一方、デットラインを 6.0％にしたのは、1,100 万人の新規雇用目標を実現させるため
の最低成長率だとみられている。今年は初めて、雇用政策をマクロ経済政策の一環として位置づけし、雇用
優先の政策を明らかにした。「調査失業率が 5.5％前後」との目標がマクロ政策のデットラインとみられており、
今年のマクロコントロールにおいては、調査失業率の動向に応じて、政策を柔軟的に調整する可能性が出て
くるであろう。
ちなみに、2020 年の「小康社会」を実現するためには、2019 年と 2020 年の平均経済成長率は 6.2％に到達し
なければならない。


大幅な減税は企業の経営環境改善、マインド改善に効果的

製造業増値税を 3 ポイント（16％→13％）、交通輸送業や建築業の増値税を 1 ポイント（10％→9％）引き下げ、
全ての業種の税負担を軽減する。減税規模は 2 兆元近くと最高値を記録し、前年比 7000 億元多くなる。2013
年から 2017 年までの増値税減税累計額 2 兆 1000 億元と比較すれば、今年の減税規模の大きさがわかる。
今までは特定対象向けの減税が中心であったが、今年の減税対象は全業種におよび、減税規模がさらに大
きくなるだけに、効果が期待できる。たとえば、中国自動車技術研究センターの計算によれば、今年の自動車
産業の減税額は 966 億元になり、最終的に消費者の購入負担軽減につながるので、自動車販売促進効果に
なる。
一方、大規模の減税は財政を圧迫し、経済減速による財政収入の増加ペースが鈍化する。かかる中、財政
赤字率を 2.6％から 2.8％に引き上げたのは予想の通り。一方、警戒ラインとされる 3％まで 0.2 ポイントの政策
余地の余裕がある。


実体経済支援で金融緩和や金利低下が見込めるが、監督管理が厳格化

マネーサプライ M2、社会融資規模の伸び率は、GDP の名目成長率に整合させることを目標とした。明確な
数字目標を出さずに、GDP 名目成長率にリンクさせるのは初めてである。実体経済の発展に必要な資金ニ
ーズを満足させる意味では、金融政策は緩和方向にシフトすることが読み取れる。また、政府活動報告では
「金利市場化改革を行い、実質の金利水準を引き下げる」とされ、マネー供給の量を合理的な水準まで増加
するとともに、マネーの価格(金利)を引き下げる意図を示した。ただし、やりかたとしては貸出基準金利の引き
下げではなく、政策金利操作（OMO、SLM や MLF など）を通じて市場金利の低下を誘導する可能性が大き
くなる。金融当局は、貸出基準金利の存在感を薄めており、最終的にはそれを取消することで、金利の市場
化を深める。
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イノベーション、製造強国を堅持し、米中通商交渉の難点が依然存在

政府活動報告では、製造業のグレードアップ、製造強国の建設を加速すること、ビッグデータと人工知能の開
発と応用を拡大すること、次世代情報技術、ハイエンドマザーマシン、バイオ製薬、新エネルギー自動車、新
材料などの新興産業集積を育成、デジタル経済を発展させることを改めて強調し、さらに具体的な措置を打
ち出した。「中国製造 2025」の言い方が消えているが、中身の変更はみられない。中米貿易摩擦の焦点とな
る「技術覇権争い」が続きそうにある。


ビジネス環境の改善を一段と重視、法治化を強調

2017 年より開始した減税、行政費用減免、社会保険料軽減、審査手続きの一本化、審査時間の短縮などに
より企業のビジネス環境が改善しつつある。世界銀行が発表したビジネス環境 2018 年ランキングでは、190 か
国・地域の中で中国が 46 位で、前年より 32 ランクアップした。活動報告では「法治化、国際化、便利化のビジ
ネス環境を作り上げる」と宣言し、法治化を第一位にしており、契約無視や法制度の恣意的な運用など企業
を困らせる行政行為の減少が期待できる。また、電気料金、ブロードバンド利用料金、物流コストの更なる引
き下げ、職業教育強化による技術系ワーカー人材の供給拡大をコミットする。金融面では、「政府の企業向け
未払金を 2019 年末に半分以上返済し、新たな支払遅延を容認しない」「大手銀行の零細企業向け貸出 30％
増」「起業支援の金融債券発行を奨励」など、金融サービスが行き届かなかった分野への支援措置を打ち出
した。環境保護面では、「環境目標達成に合理的な過渡期を与え、生産中止・工場閉鎖など単純で乱暴なや
り方を避ける」とし、歪みを是正しようとする。


新しいビジネスチャンスに注目

活動報告では、巨大な内需ポテンシャルを掘り出すため、消費・投資面で諸施策を打ち出しており、特に①
養老ビジネス②自動車消費③老朽住宅改造に注目していただきたい。
① 中国の 60 歳以上人口は 2.5 億人（日本総人口 1.3 億人）、総人口の 19％を占めている。高齢者サービス
として、在宅介護や居所の町内会などソーシャルコミュニティーに支えられる養老を重点的に支持するこ
とを明らかにした。税金、融資、水道電気料金の優遇、新築住宅団地に養老施設の併設、長期介護保険
制度のパイロット地域拡大などの施策を挙げた。
② 活動報告では、「自動車消費を安定させ、新エネルギー自動車の購入優遇政策を継続する」とした。
2018 年の自動車販売台数は前年比 2.8％の減少となった。2019 年は販売の安定化措置として、当局は 1
月に自動車販売促進指針を発表した。現時点で、自動車メーカー11 社はそれぞれ「農村への売り込み」
販促活動を開始し、自動車販売は 3 月から好転する見込み。
③ 都市化推進で、ストック量が大きくなる老朽住宅の改造が提起される。「配線・配管を更新し、エレベータ
ーの増設を奨励し、コンビニ・商店街・駐車場・身体不自由者向けの生活施設を増設する」とした。
【図表 4】政府活動報告における変化
分野

政策基調

2018 年政府活動報告

2018 年の実績

2019 年政府活動報告

「穏中求進」（安定を確
保しつつ前進を求める）
との方針を堅持し、改革
開放を強化

経済成長が合理的な範囲に維
持、経済構造が改善し続ける。
経済成長の新たな駆動力が育
成され、改革開放に新たな成
果を遂げた。三大課題の克服
に良いスタートを切り、人民生
活が持続的に改善。

「穏中求進」（安定を確保しつつ前進
を求める）との総基調を堅持し、供給
側構造改革を主軸とする。経済運営
を合理的な範囲に保ち、雇用の安定
化、金融の安定化、対外貿易の安定
化、外資の安定化、投資の安定化、
経済マインドの安定化をさらに実施す
る。

6.5%前後

6.6%

6%～6.5%

3%前後

2.10%

3%前後

GDP
成長率
CPI 上昇率
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雇用

収入

都市部新規就業者
1,100 万人以上、都市調
査失業率が 5.5%以下、
都市登記失業率が 4.5%
以下
経済成長率とほぼ同水
準

都市部新規就業者 1,361 万人
以上、月ベースの全国都市調
査失業率が 4.8%～5.1%で推移

都市部新規就業者 1,100 万人以上、
都市調査失業率が 5.5%前後、都市登
記失業率が 4.5%以下

住民一人当たり可処分所得の
実質成長率が 6.5%

経済成長率とほぼ同水準
①個人所得税減税対象である約
8,000 万元の減税を確実に実施する。
②民間資本の参入障壁を取り除く。③
養老関連サービス、乳幼児保育サー
ビス、観光産業を大きく発展させる。
④自動車消費を安定させ、新エネル
ギー車の取得税優遇政策の実施を継
続する。⑤オンラインとオフラインの消
費の融合発展を促進する。⑥農村の
物流網を整え、E コマースと宅配便の
発展を支援する。
①鉄道投資 8,000 億元、道路・水運投
資 1 兆 8,000 億元を達成し、新たに多
くの重要水利プロジェクトを着工し、川
蔵線の計画・建設を加速し、都市間交
通・物流・市政・災害対策・民間航空・
一般航空などのインフラ投資に注力
し、次世代情報インフラの整備を強化
する。②今年は中央予算枠内の投資
を昨年より 400 億元増やして 5,776 億
元とする。③民間投資支援政策を実
施し、政府・民間資本提携（PPP）を秩
序立てて推進する。

消費

消費規模を積極的に拡
大させ、消費が経済成
長への基本的作用を強
化

消費は依然として経済成長の
最大の駆動力であるが、社会
消費財小売総額の伸び率が鈍
化、中も自動車販売額が 8 か
月連続のマイナス成長

投資

鉄道投資 7,320 億元、道
路・水運投資 1 兆 8,000
億元前後、中央予算投
資 5,376 億元

鉄道投資 8,020 億元、道路・水
運投資 2 兆 2,974 億元前後、中
央予算投資 5,376 億元

貿易

輸出入が安定的な成長
を維持、国際収支の基
本的な均衡を維持

輸入が前年同期比 12.9%増、輸
出が同 7.1%増

輸入構造を改善、輸入を積極的に拡
大；輸出市場の多元化を促進

GDP1 単位当たりのエネルギー
消費量は 3.1%低減（1～9 月）

GDP1 単位当たりのエネルギー消費
量は 3%前後低減

環境
インターネ
ット利用
貧困扶助
バラック改
造
不動産

減税

GDP1 単位当たりのエネ
ルギー消費量は 3%以上
低減
全国モバイル通信デー
タの平均料金が 30%低
下
農村の貧困人口を 1,000
万人以上減少
580 万戸のバラックを改
造
住宅が「住むためのもの
であり、投機するための
ものではない」という位
置づけを堅持

企業と個人の減税額が
8.000 億元以上に達し、
市場主体の非税負担が
3,000 億元以上を軽減

MUFG Bank (China)
A member of MUFG, a global financial group

前年末より 63%低下
年間で 1,386 万人減少
年間で 626 万戸着工

中小企業向けブロードバンド平均料金
が 15%低下、モバイル通信データの平
均料金は 20%以上低下
農村の貧困人口を 1,000 万人以上減
少
保障型住宅の建設と都市バラックの
改造を引き続き推進

不動産販売額は前年同期比
12.2%増加、不動産販売面積は
前年同期比 1.3%増加

住宅市場体系と保障体系を改革して
完備させ、不動産市場の安定かつ健
全的な発展を促進

年間で企業と個人のための減
税・非税負担減が 1 兆 3,000 億
元

さらに大規模な減税措置を実施する。
包括的減税と構造的減税を並行して
実施し、製造業と小型零細企業の税
負担を軽減する。増値税改革を深化
させ、製造業といった現行税率が 16%
の業種の増値税税率を 13%まで引き
下げ、交通運輸業・建築業といった現
行税率が 10%の業種の増値税税率を
9%まで引き下げる。現行税率が 6%の
業種について増値税率を据え置くが、
控除措置を実施する。
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供給側改
革

財政政策

供給側構造改革が実質
的な進展を達成、マクロ
レバレッジ比率が基本
的安定を維持、各種類
リスクを有効に防止
積極的な財政政策とい
う方向性を維持し、赤字
率が 2.6%、財政赤字は 2
兆 3,800 億元、全国財政
支出が 21 兆元

‐

全国財政支出が 22 兆元

金融政策

金融政策の中立性を維
持し、流動性供給をしっ
かりと管理

12 月 M2 の前年同期比 8.1%
増、通年の新規社会融資規模
は 19 兆 2，600 億元

地方債

地方政府特別債が 1 兆
3,500 億元とする

地方政府特別債が 1 兆 3,500
億元発行

供給側構造改革を主軸として堅持し、
「三つの解消、一つの低減、一つの補
強」の成果を固める。
積極的な財政政策を強化し、赤字率
が 2.8%、財政赤字は 2 兆 7,600 億元、
全国財政支出が 23 兆元以上（6.5%増
加）
穏健な金融政策は緩和と引き締めを
適度なものにする。通貨供給のバル
ブをしっかり管理し、大規模灌漑（ばら
まき）を行なわず、様々な金融政策ツ
ールを運用し、金融政策の波及ルート
を疎通し、流動性の合理的な充足を
保持する。実体経済、特に民営企業
や小型零細企業の資金調達難、資金
調達コスト高の問題を緩和し、金融リ
スクを防止・解消する。
地方政府債券の機能を有効に発揮さ
せ、今年は地方政府特別債を 2 兆
1,500 億元とする。
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