2003 年下期（1596 号～1615 号）記事一覧
主要記事
〈１面主要記事〉
ＷＨＯ、中国でＳＡＲＳ終息宣言…７・１（１５９６）①
中国、香港の経済回復を支援………７・８（１５９７）①
理事会、要人訪日と実務交流推進…７・29（１５９９）①
流通・貿易権開放の道筋、外資政策８・５（１６００）①
平和条約 25 周年、橋本会長あいさつ８・12（１６０１）①
中国、電力の安定供給体制…………８・26（１６０２）①
橋本会長が万季飛会長と懇談………９・２（１６０３）①
条約 25 周年、呉委員長迎え盛大に…９・９（１６０４）①
海外進出、外資導入と並行推進……９・16（１６０５）①
天津、地域経済の一体化推進………９・30（１６０６）①
環渤海環黄海経済圏の協力推進……10・７（１６０７）①
三中総、社会主義市場経済完備へ…10・21（１６０８）①
ＡＰＥＣ首脳会議、未来に向け協調 10・28（１６０９）①
ＣＥＰＡ商談会開く…………………11・４（１６１０）①
博鰲アジアフォーラムで温総理講演 11・11（１６１１）①
黒龍江が投資説明会…………………11・18（１６１２）①
電源開発公開入札で…………………12・２（１６１３）①
経済会議、調和のとれた発展図る…12・９（１６１４）①
中米首脳会談―建設的協力関係促す 12・16（１６１５）①
〈桜内名誉会長逝去関連〉
胡国家主席、温総理弔電など……７・15（１５９８）①②
〈当協会関連記事〉
商務部の呂国倹副司長が来訪………７・１（１５９６）①
李鉄民札幌総領事が来訪……………７・８（１５９７）①
程公使が橋本会長表敬………………７・15（１５９８）③
張アモイ市長が来訪…………………７・15（１５９８）③
広州花都区書記が来日………………７・15（１５９８）③
長廣先生を偲ぶ（中田慶雄）………８・５（１６００）②
山東省孫副省長と懇談………………８・12（１６０１）①
日中７団体が李肇星部長歓迎会……８・26（１６０２）①
25 周年報告会で藤野顧問が講演……８・26（１６０２）①
林浩司君を悼む（中田慶雄）………12・２（１６１３）②
〈主張・時評・対談〉
●主張
呉邦国委員長を歓迎する……………９・２（１６０３）①
小泉改造内閣に望む…………………９・30（１６０６）①
●時評
対話を継続し信頼を醸成……………９・９（１６０４）①
マニフェストと共贏…………………11・11（１６１１）①
東ア経済国と台湾の「国民投票」…12・16（１６１５）①
〈今日の話題〉
湯浅健司氏＝「モータリゼーション」７・１（１５９６）①、
「
『高速鉄道』を考える」
８・５（１６００）①、
「工人からのメール」９・９（１６０４）①、
「忘れてしまったこ

と」10・21（１６０８）①、
「中国で何を学ぶか」11・18（１６１２）①
大橋英夫氏＝「誤差・脱漏」７・８（１５９７）①、
「モジュラー型製品」８・12（１
６０１）①、
「米中摩擦の構図」９・16（１６０５）①、「もう一部の人々」10・28（１
６０９）①、
「海外に出よう！」12・２（１６１３）①
国吉澄夫氏＝「独自規格へのこだわり」７・15（１５９８）③、
「ソフトウエア関税問
題」８・26（１６０２）①、
「ＡＤ訴訟、その後」９・30（１６０６）①、
「珠江デルタ
西岸の発展」11・４（１６１０）①、
「増値税輸出還付問題」12・９（１６１４）①
田中修氏＝『二つの「七一講話」』７・29（１５９９）①、
「経済と社会の協調」９・
２（１６０３）②、
「東北の復興」10・７（１６０７）①、
「国有経済の黄昏」11・11（１
６１１）①、
「転換と調整」12・16（１６１５）①
〈中国の外交〉
盧韓国大統領が訪中…………………７・15（１５９８）③
核問題解決へ対話継続………………９・２（１６０３）①
中米が核技術移転保証意向声明調印９・30（１６０６）①
呉邦国委員長が訪朝…………………11・11（１６１１）①
中パが首脳会談………………………11・11（１６１１）①

日中経済貿易交流
新中国人街の創成へ―神戸ポートアイランド
………………………………………７・８（１５９７）②
無償資金留学生が軌道に……………７・15（１５９８）④
日本新華僑華人会が設立……………９・30（１６０６）②
日中韓首脳会談、初の共同宣言調印 10・21（１６０８）①
遺棄化学兵器で誠実な対応示す―小泉首相
………………………………………10・21（１６０８）①
チチハルに遺棄毒ガス弾処理班到着 11・18（１６１２）②
〈日中貿易・投資動向〉
●日中経済交流関係
日本企業の対中大型投資進む………７・１（１５９６）②
王鴻挙重慶市長―環境で日本と協力７・29（１５９９）①
みずほコーポレート銀行、ネット振込可能に
………………………………………７・29（１５９９）⑤
中国に 26 億円の無償援助……………８・26（１６０２）①
農水省が中国産鶏肉の輸入停止解除９・２（１６０３）①
日中貿易上半期、財務省が確報発表９・９（１６０４）①
03 年上期日中貿易の通関実績……９・９（１６０４）④⑤
第２次黄河植林で無償援助…………10・21（１６０８）④
ＵＦＪ、商業手形買い取る…………10・28（１６０９）④
日中でレアアース交流会議…………11・11（１６１１）④
●在中交易会・展示会、在日投資貿易商談会
鎮江市が説明会………………………８・12（１６０１）②
大連が東京で人材募集………………９・２（１６０３）④
深で人材募集大会、日系企業対象９・９（１６０４）②
周副市長上海の都市大改造方針紹介 10・７（１６０７）②
第 94 回広州交易会を終えて…………11・18（１６１２）②
江蘇展、大阪で………………………12・２（１６１３）⑥
●月別日中貿易の通関実績と主要品目（２面）

５月７・１（１５９６）
、６月８・５（１６００）
、７月９・２（１６０３）
、８月 10・
７（１６０７）
、９月 11・４（１６１０）
、10 月 12・２（１６１３）
●日中経済動向
６月７・15（１５９８）④、７月８・12（１６０１）②、８月９・16（１６０５）②、
９月 10・21（１６０８）②、10 月 11・18（１６１２）②、11 月 12・９（１６１４）②
●形態別にみる日中貿易
４月７・８（１５９７）②、５月７・15（１５９８）⑤、６月８・12（１６０１）②、
７月９・９（１６０４）②、８月 10・７（１６０７）②、９月 11・４（１６１０）②、
10 月 12・９（１６１４）②
〈訪中報告、インタビュー〉
上海の再開発と黄浦江雑貨バース（林浩司）
………………………………………９・２（１６０３）④
上海黄金交易所王総経理に聞く…９・30（１６０６）④
花き訪中団に参加して（油井孝之氏）
………………………………………11・18（１６１２）⑤
知財セミナー団佐藤一雄団長に聞く 12・２（１６１３）②
●交流の視点
半林亨氏（ニチメン・日商岩井ホールディングス代表取締役会長）…………………………
…10・28（１６０９）①
〈講演要旨、寄稿〉
今後の日中関係の課題（津上俊哉氏）
（２面）
㊤９・２（１６０３）
、㊥９・９（１６０４）
、㊦９・16（１６０５）
中国税制改正の動向（
「日中投資環境セミナー」から）
………………………………………10・７（１６０７）④
広東の投資環境と協力分野（黄華華広東省長）
………………………………………11・４（１６１０）②
〈寄稿〉
遺棄化学兵器処理と毒ガス事故（内閣府遺棄化学兵器処理担当室）…………………………
…10・28（１６０９）②
〈特集〉
南通―臨港型産業で飛躍……………８・12（１６０１）⑤
天津経済技術開発区―中国最高の自動車基地に
………………………………………９・２（１６０３）③
天津―すぐれた協業体制……………９・９（１６０４）③
環渤海湾の重点都市―煙台…………11・11（１６１１）③

中国の対外経済･貿易
〈中国の対外貿易〉
フォーチュン 500 社に中国企業 11 社…７・29（１５９９）②
●貿易一般
ＦＴＡ戦略を加速……………………７・１（１５９６）①
呂商務部長―３年間の輸入１兆㌦へ８・５（１６００）②
上半期に自転車２５９０万台輸出…９・２（１６０３）⑥
９月の輸出入額が 800 億㌦超…………10・28（１６０９）②
03 年貿易額８０００億㌦を予測……11・11（１６１１）②

１―10 月貿易昨年実績を突破………12・２（１６１３）②
原油輸入量が来年世界２位…………12・２（１６１３）②
04 年輸出伸び率 14％に鈍化予測……12・９（１６１４）①
●外資導入・対外進出
外資系企業の評価で青島海爾トップ７・１（１５９６）②
外資小売り売上高１位はカルフール７・１（１５９６）④
チェーンストアで初の海外進出……７・８（１５９７）⑥
携帯電話、100 億㌦以上の外資導入…８・５（１６００）②
欧米で上場の中国企業は 17 社………８・12（１６０１）②
中国で外銀営業拠点 184 に……………９・２（１６０３）②
外資受入額、中国が実質世界一……９・16（１６０５）③
輸出加工区が相次ぎ運営始める……10・７（１６０７）②
外貨導入の新諸策……………………10・７（１６０７）②
１―９月の外資実行額は 402 億㌦……10・28（１６０９）②
海外進出外貨管理実験都市に５措置 11・11（１６１１）②
人民銀行、大陸銀行４行の台湾事務所承認
………………………………………11・11（１６１１）②
外資Ｍ＆Ａ環境を改善………………12・２（１６１３）②
●国・地域別貿易・投資
香港・マカオとＣＥＰＡ締結へ……７・１（１５９６）①
上期・米貿易 対中赤字 504 億㌦に…８・26（１６０２）②
中台航空業、初の協力事業稼動……９・16（１６０５）③
香港とＣＥＰＡ付属文書に調印……10・７（１６０７）①
マカオともＣＥＰＡ…………………10・28（１６０９）①
対米輸入拡大を約束―温家宝総理…11・４（１６１０）①
訪米し 47 億㌦の商品調達……………12・２（１６１３）①
米国が中国の３繊維製品にセーフガード
………………………………………12・２（１６１３）①
香港証券取引所北京事務所が開業…12・２（１６１３）②
台湾が中国の飼料用トウモロコシ輸入臨時解禁
………………………………………12・２（１６１３）②
台湾の香港・大陸向け輸出 11 月 50 億㌦突破
………………………………………12・16（１６１５）①
●輸出入税率・許可証・貿易管理
加工貿易で石油製品のＥ／Ｌ免除…８・５（１６００）①
来年の輸入割当発表…………………８・12（１６０１）①
内資企業の貿易権申請基準を緩和…９・２（１６０３）①
輸出還付税率４～２％引き下げ……10・21（１６０８）①
薬品輸入港を指定……………………11・11（１６１１）②
関税割当を発表………………………11・11（１６１１）②
04 年Ｅ／Ｌ、Ｉ／Ｌ品目を発表……12・16（１６１５）①
●ダンピング調査・認定
光ファイバーで調査…………………７・８（１５９７）①
フェノールの調査延長………………８・５（１６００）①
アートペーパーで課税を本決定……８・12（１６０１）①
ＳＢＲに課税決定……………………９・16（１６０５）①
無水フタル酸に課税決定……………９・16（１６０５）①
ポリ塩化ビニルに課税決定…………10・７（１６０７）①
クロロプレンゴムで調査……………11・18（１６１２）①
日韓米産のＴＤＩで認定……………12・２（１６１３）①
日韓産ＭＤＩの調査中止……………12・９（１６１４）①

●ＷＴＯ関連
ＷＴＯ公約を前面履行―投資商談会呂福源部長講演要旨
………………………………………９・16（１６０５）①
ＡＳＥＭ農業会議ＷＴＯ農業交渉の成功を呼びかけ
………………………………………11・18（１６１２）①
●現法の税務会計（近藤義雄氏）
７・29（１５９９）⑤
●台北だより（伊藤信悟氏）
ＳＡＲＳ関連情報の混乱……………７・15（１５９８）⑤
台湾ＩＴ産業の憂鬱…………………９・16（１６０５）③
連載の終わりに代えて………………11・18（１６１２）⑤
●中国の対外主要契約
６月７・15（１５９８）⑤、７月８・12（１６０１）④、８月９・16（１６０５）③、
９月 10・21（１６０８）③、10 月 11・18（１６１２）⑤、11 月 12・９（１６１４）③
●中国の貿易（方式別）
（２面）
４月７・１（１５９６）
、５月８・５（１６００）
、６月９・２（１６０３）
、７月９・
30（１６０６）
、８月 10・28（１６０９）
、９月 11・18（１６１２）
、10 月 12・16（１
６１５）
●中国の貿易（国・地域別）
５月７・29（１５９９）②、６月８・26（１６０２）②、７月９・16（１６０５）②、
８月 10・21（１６０８）③、９月 11・11（１６１１）②、10 月 12・16（１６１５）③
●地方の貿易・対外開放政策
１―６月、上海の外資導入 60 億㌦…７・15（１５９８）④
外資の国有企業買収上海が新奨励策９・９（１６０４）②
浦東空港などで土日勤務……………９・30（１６０６）①
上海港、通関など年中無休に………10・７（１６０７）④
多国籍企業地域本部北京から上海へ 10・28（１６０９）②
上海・香港―市場参入条件を緩和…11・４（１６１０）①
〈金融・証券・保険関係〉
●中国の外為、国際収支
中国 為替安定を維持………………７・８（１５９７）①
６月末の外貨準備高３４６５億㌦…７・29（１５９９）①
６月末対外債務残高は１８２６億㌦９・16（１６０５）①
元レート調整は時期尚早……………９・30（１６０６）②
元切り上げは米消費者に不利………９・30（１６０６）②
ホットマネー阻止を強化……………９・30（１６０６）②
９月末の外貨準備高が３８３９億㌦ 10・28（１６０９）①
上期経常収支黒字は 18％減…………10・28（１６０９）④
外貨準備高４０００億㌦突破………11・11（１６１１）①
●金融・証券・保険関係
民生人寿 初の民間保険会社設立…７・１（１５９６）③
上場企業上位 50 社を発表……………７・８（１５９７）⑥
１―６月取扱額銀河証券がトップ…７・15（１５９８）⑤
自動車ローン 30％が返済遅延………７・29（１５９９）⑥
初の銀市場が上海にオープン………７・29（１５９９）⑥
人民銀行―資本の流れ中国に有利…８・12（１６０１）①
プラチナ取引始める―上海金取引所８・12（１６０１）④
外貨送金を緩和………………………８・26（１６０２）②
商業銀行の５段階分類全面実施……９・16（１６０５）①
初の外貨建て金融債発行……………９・30（１６０６）④

２年半ぶりに外債発行………………11・４（１６１０）④
個人向け人民元業務を香港の銀行に認可
………………………………………12・２（１６１３）①
ネットバンキング取引額 20 兆元に…12・２（１６１３）⑥
年末年始、大手が香港で株式上場…12・９（１６１４）①
外銀の人民元扱い重慶などを追加…12・９（１６１４）②
融資利率変動幅を拡大………………12・16（１６１５）②
●中国金融関係統計
２００３年第２四半期………………８・５（１６００）③
２００３年第３四半期………………11・４（１６１０）④

中国の国内経済
〈中国の経済・産業動向〉
●中国の経済指標
国有資産、昨年末に 11 兆元突破……７・１（１５９６）③
上期の経済成長率 8.2％………………７・29（１５９９）①
生産事故で２０００億元の経済損失９・９（１６０４）⑥
民営企業 02 年売上高トップは聯想…９・16（１６０５）④
１―９月 8.5％の経済成長…………10・28（１６０９）①
経済成長来年は 7.5％超す……………11・４（１６１０）①
ＧＤＰの修正値公表へ………………12・２（１６１３）⑤
自然災害の損失１８８６億元に……12・２（１６１３）⑥
●中国の経済動向
21 世紀初めの発展行動要綱発表……８・５（１６００）①
ＳＡＲＳ工作会議を開く……………８・５（１６００）①
中国 500 大企業を発表…………………９・２（１６０３）④
五つの統計調査、一部統合し三つに９・２（１６０３）⑤
個人投資消費環境が改善……………10・28（１６０９）③
中外企業信用連盟設立………………10・28（１６０９）④
ＳＡＲＳ対策最前線…………………10・28（１６０９）⑤
中国経済に６大問題…………………12・９（１６１４）③
急増する民間企業……………………12・９（１６１４）③
●中国の産業動向
自己技術のジェット機 07 年運行へ…７・８（１５９７）④
厳しさ増す電力事情…………………７・29（１５９９）②
自動車生産、今年 410 万台見込む……８・５（１６００）③
中国食品土畜商会花卉分会が発足…８・26（１６０２）②
チェーン企業上半期売上高トップは聯華超市
………………………………………８・26（１６０２）③
インキュベーター施設が 436 カ所……８・26（１６０２）③
天津に中国初の危険物処理センター９・２（１６０３）⑥
天然ガス発電 100 倍以上の増加予測…９・30（１６０６）⑦
オートバイ、中国が過半数生産……９・30（１６０６）⑦
抗菌産業、今年 600 億元を生産………９・30（１６０６）⑦
華東電力網公司が設立………………10・７（１６０７）④
華北、華中、西北電力網公司が開業 11・18（１６１２）⑤
電子情報産業、中国に４大基地……11・18（１６１２）⑤
10 年木材需要２億に………………11・18（１６１２）⑥
電子情報産業売上が 31・８％増……12・２（１６１３）⑤

04 年末に向け大型流通企業育成……12・２（１６１３）⑤
石油・天然ガス資源評価始める……12・９（１６１４）①
発電用石炭が不足……………………12・９（１６１４）③
海水淡水化装置が稼動………………12・９（１６１４）③
第３四半期ソフト売上高が 20％増…12・９（１６１４）⑥
シェルグループ辺境地区へ電力……12・９（１６１４）⑥
●行政、国有企業改革、再編
中央企業 196 社 06 年までに近代的企業制度確立
………………………………………７・１（１５９６）③
発展改革委の主な職能
………上７・29（１５９９）④、下８・５（１６００）②
商務部の指導者一覧…………………７・29（１５９９）④
中央企業の私有化、国資委が否定…７・29（１５９９）⑤
中央企業６社が経営陣を公募………９・30（１６０６）⑧
国有企業、外資によるＭ＆Ａ………11・18（１６１２）①
●商品検査
ＣＣＣ半数以上が未取得―広州メーカー
………………………………………７・８（１５９７）⑤
ＣＣＣ推進で６措置…………………７・29（１５９９）⑤
品質合格率 80％に……………………８・５（１６００）③
海爾冷蔵庫、輸出検査を免除………８・26（１６０２）③
食品安心ＰＪ実施へ…………………９・２（１６０３）⑤
中古機電船積前検査、10 月１日実施９・16（１６０５）②
ＣＣＣ市場カバー率 90％超す………10・７（１６０７）④
●食の安全 安定供給
㈱マルハ物産林香与子社長に聞く…８・５（１６００）③
理研ビタミン㈱永持孝之進名誉会長に聞く
………………………………………10・28（１６０９）⑤
●知的財産権
02 年特許出願が 25 万件突破…………７・29（１５９９）②
意匠権無効取消し行政訴訟でホンダ逆転勝訴
………………………………………７・29（１５９９）②
アモイ厦華が商標侵害で提訴検討…８・26（１６０２）②
北京高級人民法院が知財権の裁判記録ＨＰで公開
………………………………………11・11（１６１１）⑤
●中国の商標問題
７・29（１５９９）③、８・26（１６０２）②、９・30（１６０６）⑦、11・４（１
６１０）②、12・２（１６１３）⑤
●財政・税制
個人所得税５０００元以下は 10％に７・１（１５９６）③
深地税局が脱税企業リスト公表…８・12（１６０１）④
会計検査 466 単位に問題あり…………９・２（１６０３）⑤
02 年企業納税ランキング……………９・30（１６０６）④
１―11 月の税関税収３３８０億元…12・16（１６１５）①
●交通・通信・ＩＴ
天津、大連、青島が北部最大港目指し競争
………………………………………７・15（１５９８）⑤
南通港を一大中継基地に……………８・26（１６０２）③
航空旅客輸送量年平均 3.8％の伸び…９・30（１６０６）⑦
中国最新港湾事情―営口港…………10・７（１６０７）④
ネット利用者 54％が情報を信用……10・７（１６０７）⑥

15 年までにテレビアナログ放送中止 11・18（１６１２）⑤
渤海湾縦断鉄道が着工………………12・２（１６１３）⑥
携帯電話加入者が固定電話上回る…12・２（１６１３）⑥
●農業・林業関連
春季作物、早稲が 4.9％減……………７・８（１５９７）⑤
林業建設に４２９億元を投入………７・８（１５９７）⑤
郷鎮企業の生産額が 13％増…………８・５（１６００）③
夏季食糧 2.4％減を見込む……………８・５（１６００）③
今年、60 万㌧の綿花が不足…………８・５（１６００）③
出稼ぎ者、今年１億人を突破………８・12（１６０１）④
青果、世界一の生産量………………10・７（１６０７）⑤
農民収入を拡大へ……………………10・28（１６０９）⑤
郷鎮が 15％減少………………………11・４（１６１０）④
農民現金収入 3.8％の伸び……………11・11（１６１１）④
広東省食糧農家に直接補助金………12・９（１６１４）③
10 年目標に漁船３万隻削減…………12・９（１６１４）⑥
食糧作付面積回復の兆し……………12・16（１６１５）③
●環境問題
世界銀行、上海の環境改善支援……７・１（１５９６）④
蘇州 60 ㎝の地盤沈下…………………７・１（１５９６）④
６８６２万を「退耕還林」…………８・12（１６０１）④
テレビ毎年 500 万台が廃棄……………９・30（１６０６）⑧
上海市民の 90％がレジ袋有料化賛成 12・９（１６１４）⑥
●工業生産統計
５月７・８（１５９７）⑤、６月８・12（１６０１）④、７月９・９（１６０４）②、
８月 10・21（１６０８）③、９月 11・11（１６１１）④、10 月 12・９（１６１４）③
●地方の経済動向
広東の売上高トップは広電集団……７・１（１５９６）③
華東地区で電力不足が深刻化………７・８（１５９７）①
福建、同三高速省内区間が完成……７・８（１５９７）④
西部から広東、送電能力 500 万超す７・８（１５９７）⑤
長江デルタ「３時間都市圏」を計画…８・５（１６００）④
珠江デルタの新戦略…………………８・12（１６０１）③
世界最大の造船基地を上海に………８・26（１６０２）③
浙江省、臨港産業帯を形成…………９・２（１６０３）⑤
山東・東営市―黄河のエネルギー…９・30（１６０６）④
蘇州、世界のハイテク都市…………10・21（１６０８）③
安徽商人の地…………………………10・21（１６０８）③
東北旧工業拠点振興事業スタート…12・16（１６１５）③
●出入国・観光
210 の旅行社が年度検査不合格………７・１（１５９６）④
１―６月の出入国者数が減少………７・29（１５９９）⑥
20 年観光業ＧＤＰの 11％に…………８・12（１６０１）⑥
日本人短期訪中ビザ免除通知………８・26（１６０２）②
国際旅行総社、免税品集団を吸収…12・９（１６１４）⑥
〈中国の経済法令関係〉
物業管理条例を公布…………………７・１（１５９６）①
投資性公司設立規定を公布…………７・１（１５９６）①
特許実施裁定権規則を公布…………７・１（１５９６）①
放射性汚染防止法を公布……………７・８（１５９７）①

住民身分証法を公布…………………７・８（１５９７）①
港湾法を公布…………………………７・８（１５９７）①
ダム安定鑑定規則を公布……………７・15（１５９８）③
価格独占行為防止規定 11 月より施行７・15（１５９８）⑤
輸出代金回収照合で新規則…………８・26（１６０２）②
非流通株譲渡実施細則制定へ………９・２（１６０３）①
債権管理暫定規則を公布・施行……９・９（１６０４）①
輸出加工区管理規則を改正…………９・30（１６０６）①
新規化学物質の管理規則を施行……10・７（１６０７）①
自動車金融会社管理規則が施行……10・21（１６０８）①
自動車金融会社実施細則を公布……11・18（１６１２）①
新輸出入関税条例来年から施行……12・９（１６１４）①
海外金融機関の資本参加規則公布…12・16（１６１５）②
●経済法令条文
中国と香港の経貿緊密化協定（要旨）
上７・８（１５９７）②、中７・15（１５９８）③、下７・29（１５９９）③
外国投資家が投資により投資性会社を設立・運営することに関する規定……………………
…７・８（１５９７）③
金融許可証管理規則…………………７・８（１５９７）④
外商持分支配・外商独資の旅行会社設立暫定規定
………………………………………８・５（１６００）③
価格独占行為の制止に関する暫定規定
………………………………………８・12（１６０１）③
多国籍企業の非貿易外貨売却・支払の管理についての通知（試行）…………………………
……９・２（１６０３）⑤
税関の輸出加工区に対する監督管理に関する暫定規則
………………………………………９・30（１６０６）⑥
輸出還付税調整に関する通達（要旨）10・21（１６０８）②
輸出入経営資格基準と認可手続に関する商務部通知
………………………………………10・28（１６０９）③
ＣＥＰＡ付属文書６ 貿易投資の手続簡略化
………………………………………11・18（１６１２）③
ＣＥＰＡ付属文書２ 貨物貿易の原産地規則
………………………………………11・18（１６１２）④
ＣＥＰＡ付属文書５ 「サービス提供者」の定義及び関連規定………………………………
…11・18（１６１２）④
ＣＥＰＡ付属文書４ サービス貿易分野の開放に関する具体的約束………………………
…12・２（１６１３）③④
中華人民共和国輸出入関税条例…12・16（１６１５）④⑤
●法律談話室―中国の消費者問題（射手矢好雄・張和伏氏）
７・１（１５９６）③、７・29（１５９９）④、８・26（１６０２）③、９・16（１
６０７）③、10・７（１６０７）⑤、11・４（１６１０）④、12・２（１６１３）⑤
●法治への戦い
７・１（１５９６）③、８・12（１６０１）③

社会文化関係
映画業界も競争原理…………………７・８（１５９７）⑥
共産党員数が６６９４万人…………７・８（１５９７）⑥
エーシーニールセン調査―中国人世界経済を楽観視

………………………………………７・15（１５９８）⑥
北京で生ビールが人気………………７・15（１５９８）⑥
上半期 100 万人が法廷伝染病に感染…７・29（１５９９）⑥
パンダ殺害で懲役 14 年………………７・29（１５９９）⑥
上海第二中級法院が悪質企業ＨＰ公開
………………………………………７・29（１５９９）⑥
都市住民救済で上期に 71 億元支出…８・５（１６００）④
可処分所得１人当たり４３０１元に８・５（１６００）④
都市別可処分所得深がトップ……８・12（１６０１）⑥
クレジットカード広州で高い利用率８・12（１６０１）⑥
海信集団、世界規模で求人…………８・26（１６０２）③
マイカーの所有、地元メーカー有利９・２（１６０３）⑥
10 年までに衣食解決…………………９・９（１６０４）⑥
深刻な男女比不均衡…………………９・９（１６０４）⑥
「眼鏡族」増加に憂慮…………………９・９（１６０４）⑥
金星ビール西部を目指す……………９・９（１６０４）⑥
上半期に 32 万件のクレーム…………９・16（１６０５）④
35％がもっと貯金……………………９・30（１６０６）⑧
エイズ感染者が 84 万人………………10・７（１６０７）⑥
中国の百大富豪―胡潤氏番付け……10・28（１６０９）⑤
すべての農民に医療を………………10・28（１６０９）⑥
都市部２１８０万人に生活保護……11・４（１６１０）⑤
都市住民平均労働報酬が９３８５元 11・11（１６１１）⑤
中央官庁の人材流出が増加…………11・11（１６１１）⑤
中国の動植物 20％が絶滅の危機……11・11（１６１１）⑤
北京オリンピックの建設事業者決定 11・18（１６１２）⑥
●在日中国人の目
ＳＡＲＳで見た中日関係（李玉川氏）７・15（１５９８）⑥、新幹線取材所感（華暁
雷氏）８・５（１６００）④、天気予報と製品の品質（龍麗華氏）８・26（１６０２）
④、旧日本軍の遺棄化学兵器（李玉川氏）９・16（１６０５）④、日本新華僑華人会（周
生氏）10・７（１６０７）⑥、信濃大町駅印象（龍麗華氏）11・４（１６１０）⑤、中
国人犯罪（華暁雷氏）11・18（１６１２）⑥、歴史問題（李玉川氏）12・16（１６１５）
⑧
●蘇州通信（田中智恵氏）
８・26（１６０２）④、９・30（１６０６）⑧、10・28（１６０９）⑥、12・２（１
６１３）⑥

本紙２００３年７月１日付第１５９６号から 12 月 16 日付第１６１５号までの主要記
事を掲載。
記事の下の数字は、日付、号数（カッコの中）
、ページ（丸の中）を示す。

