2004 年上期（1616 号～1637 号）記事一覧
＊本紙 2003 年 12 月 31 日・2004 年１月７日付第１６１６号からの主要記事を掲載。
＊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。
〈１面主要記事〉

主要記事
〈１面主要記事〉
年頭にあたって（橋本龍太郎当協会会長）…12・31／１・６（１６１６）①
日中経済２団体、賀詞交歓会開催…１・13（１６１７）①
北京で第１２回議員フォーラム・・・１・20（１６１８）①
アジアの平和と安定に中華民族が貢献を･･･１・27（１６１９）①
中仏首脳会談で仏「台湾独立」行動に反対表明…２・３（１６２０）①
国資委、国有資産譲渡は交易市場で…２・10（１６２１）①
創立 50 周年、第 31 回訪中代表団を派遣…２・24（１６２２）①
第２回６カ国協議－北朝鮮核問題で完全放棄で対立…３・２（１６２３）①
商務部長に薄熙来氏、英・米とそれぞれ会見、呉儀副総理が訪米…３・９（１６２４）①
10 期第２回全人代、憲法改正を採択…３・16（１６２５）①
第 51 回会員総会、50 周年祝賀会を開催…３・30（１６２６）①
日中東北振興、仙台で「2004 日中経済協力会議」…４・６（１６２７）①
マクロ経済を適度に調整、第１四半期 9.7％成長、７分野で改革推進…４・20（１６２９）
①
協会訪中団、温家宝総理と会見…４・27（１６３０）①
協会訪中団東北団、３省・１市首脳と会見…５・18（１６３1）①
中英共同声明、首脳往来を毎年実施…５・18（１６３２）①
鉄鋼・非鉄などの低レベル・重複プロジェクトの信用貸付を規制…５・25（１６３３）
①
呉邦国・プーチン会談、中ロ 実務的協力を強化…６・１（１６３４）①
新「自動車産業発展政策」を施行…６・８（１６３５）①
北京国際自動車ショーに 40 万人、内外のブランド車が競う…６・15（１６３６）①

〈当協会関連〉
押川俊夫さんを偲ぶ…２・10（１６２１）②
当協会、広州交易会受け付け始める…２・24（１６２２）⑥
日本国際貿易促進協会役員名簿…３・30（１６２６）⑤
遼寧、吉林、内蒙古など東北各省の首脳、橋本会長を表敬…４・６（１６２７）①
第 31 回協会訪中代表団結団式を開催…４・13（１６２８）①
日本国際貿易促進協会訪中代表団名簿…４・13（１６２８）②
協会訪中団、中国商務部との会談（要旨）…４・27（１６３０）②
第 31 回訪中団における協会創立 50 周年記念講演会より…５・18（１６３１）②③
協会訪中団、国家発展改革委との会談…５・18（１６３２）②
協会訪中団記念講演会より-東アジアの地域協力（藤野文晤氏）
協会訪中団記念講演会より-中国企業誘致について（山崎広太郎氏）…５・18（１６３２）
③
第 95 回広州交易会を終えて…５・18（１６３２）⑥
自動車部品産業、広州視察団を募集…５・18（１６３２）⑥
協会訪中団グループ活動会談要旨…５・25（１６３３）②

協会訪中団記念講演会より-日中連繋して共通通貨を（中島厚志氏）…５・25（１６３３）
③
「アパレル・生活用品卸小売市場視察団」を募集…５・25（１６３３）⑥
橋本会長衆院在職 40 周年パーティー開催…６・８（１６３５）⑥
＜国際貿促 50 年の歩み＞
(1)村田会長と周総理…………４・６（１６２７）⑦
(2)中央銀行間の決済に協力…４・20（１６２９）⑤
(4)雷任民さんと護衛警官……５・18（１６３１）④
(4)鉄鋼協定と稲山さん………５・18（１６３２）⑤
(5)日商展と毛主席……………６・１（１６３４）③
(6)第４次協定ウラ話…………６・15（１６３６）⑤
●中国国際貿易促進委員会関連
在日中国企業協会、対日進出をサポート…４・20（１６２９）①
〈主張・時評・対談〉
●主張
総理の靖国参拝に抗議する…………１・13（１６１７）①
国際貿促の 50 年、善隣協力を新段階へ…３・30（１６２６）①
●時評
●座談会
FTA の流れと日中関係……12・31／１・６（１６１６）④⑤
●講演
人民元切り上げについて（黒田東彦氏）…２・24（１６２２）②
●訪中レポート
「物流園区」創設した外高橋…６・１（１６３４）②
上海リニアで快適出張…６・１（１６３４）④
10 年迎えた蘇州工業園区…６・15（１６３６）②
〈今日の話題〉
（１面）
【西村哲也氏】
日中関係今年も「政冷経熱」か…１・13（１６１７）①
人民元、
「安定」を維持…………２・10（１６２１）①
高度成長、絶対視せず……………３・16（１６２５）①
マイホームブームの謎……………４・20（１６２９）①
指標としての日本料理店…………５・25（１６３３）①

【曾我貴志氏】
中国的なる通商問題………………１・20（１６１８）①
行政運営の暫定性…………………２・24（１６２２）①
リコール制度）……………………３・30（１６２６）②
コンプライアンス…………………４・27（１６３０）①
翻訳の重要性………………………６・１（１６３４）①

【渡邉真理子氏】
日中企業大提携……………………１・27（１６１９）①
短命な中国企業？…………………３・２（１６２３）①
国有企業問題といえば……………４・６（１６２７）①
所有は重要…………………………５・18（１６３１）①
バック・トゥ・ザ・1994？………６・８（１６３５）①
【菅野真一郎氏】
科学技術は第一の生産力…………２・３（１６２０）①
大学は「蛍雪時代」………………３・９（１６２４）①
丸山ワクチン………………………４・13（１６２８）①
温家宝総理の気配り………………５・18（１６３２）①
外貨準備急増………………………６・15（１６３６）①

【新年特集号】
新たな発展の活力を（中国国際貿易促進委員会会長万季飛）…12・31／１・６（１６１
６）①
さらなる相互信頼の高みへ（片寄浩紀）…12・31／１・６（１６１６）②
寄稿・2 年目迎えた中国の新指導部（藤村幸義氏）…12・31／１・６（１６１６）②
新春インタビュー・今後の中国経済を見る（西田健一氏）…12・31／１・６（１６１６）
③
寄稿・中国の知財保護と日中協力（黒瀬雅志氏）…12・31／１・６（１６１６）③

＜遺棄化学兵器＞
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
遺棄化学兵器チチハル被害者 賠償訴訟へ…２・10（１６２１）①
日本軍遺棄化学兵器で日中友好７団体が被害者援助基金を設立…３・２（１６２３）①
遺棄化学兵器の被害深刻…３・９（１６２４）②
遺棄化学兵器で被害者が原告団結成…３・16（１６２５）②
遺棄化学兵器処理施設をハルバ嶺に具体設置で日中が合意…５・18（１６３１）⑤

<日中交流>
中国、自衛隊のイラク派遣で専守防衛求める…１・27（１６１９）②
宋健会長が北東アジアフォーラムで来日…２・３（１６２０）①
日中人材育成計画、無償援助協力で 1.6 億円…２・３（１６２０）①
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
フェノールの AD 最終決定 日韓米など…２・10（１６２１）①
上海世界旅遊資源博で業界、自治体などが出展し対日観光をアピール…３・２（１６２３）
⑤
日中友好議員連盟の会長に高村正彦元外相…３・16（１６２５）①
上海政府が上海日本商工クラブを公認…４・６（１６２７）①
在外邦人数、中国が 2 位に…４・13（１６２８）③
外務省、中国人修学旅行生査証手数料を免除…４・13（１６２８）③

日中文化交流協会の新会長に辻井喬氏、黒井千次氏が理事長就任…５・18（１６３２）
①
東北振興、大連の新たな役割で駐日事務所を強化…５・25（１６３３）①
大阪、第９回江蘇展示会が開催…５・25（１６３３）⑥
中国海上巡視船が日本初寄港…６・１（１６３４）①

＜寄稿＞
遺棄ガス兵器、第一次訴訟判決原告勝訴の意義（高木喜孝氏）…２・10（１６２１）⑤
中国の憲法改正を見る（藤村幸義氏）…３・30（１６２６）②
台湾総統選と住民投票（伊藤信悟氏）…４・６（１６２７）②
〈中国の外交〉
上海協力機構、北京に事務所開設…１・27（１６１９）②
第２回六カ国協議、25 日に開催…２・10（１６２１）①
中米 立法機関の交流強める 全人代―米上院組織設立…２・24（１６２２）①
中国・ASEAN 鳥インフルエンザ会議で声明発表…３・９（１６２４）①
第２回 6 カ国協議で議長声明を発表…３・９（１６２４）②
中国、ドミニカと外交関係を樹立…４・６（１６２７）①
中米、首脳往来で戦略対話 チェイニー副大統領が訪中…４・20（１６２９）①
金正日総書記が非公式訪中…４・27（１６３０）①
ブッシュ大統領 「台湾政策は不変」 呉儀副総理と会見…５・18（１６３1）①
越企業、中国と積極商談 ファン首相訪中で…６・１（１６３４）②
上海協力機構がサミット開催…６・８（１６３５）①
温家宝総理が世界貧困対策会議で発言…６・８（１６３５）①

〈中国の人事〉
薄熙来省長が異動で省長代行に張文岳氏…２・24（１６２２）①
前商務部長・呂福源氏が死去…５・25（１６３３）①
〈日中貿易・投資動向〉
●日中経済交流関係
日中貿易額が 1335.8 億ドル…………１・20（１６１８）①
2003 年日中貿易額が輸出 572 億ドル、輸入 752 億ドル…２・24（１６２２）①
江蘇省業界団体が中国産海苔の対日輸出で貿易障壁で調査申請…３・９（１６２４）①
甘粛省、砂漠化対策に日本から 4.61 億元借り入れ…３・16（１６２５）⑥
青島５日に投資セミナー、日系企業が 1042 社に…３・16（１６２５）⑧
山東、大阪で輸出商談会開き 9750 万ドルを成約…３・30（１６２６）②
南京市投資説明会－豊富な人材と産業基礎…３・30（１６２６）⑤
大連ごみ焼却発電施設建設、荏原がＢＯＴ方式で…４・６（１６２７）⑦
農水省、中国家きん肉を条件付輸入再開…４・13（１６２８）①
シンガポール蘇州工業園区が 4 月 7 日、東京で投資説明会…４・13（１６２８）②
日本の海苔輸入規制で調査-商務部…５・18（１６３１）①

＜日系企業の実際－中国の労務管理：廣田則夫＞
(1)成功のポイント …１・20（１６１８）③
(2)昇給・賞与 …３・２（１６２３）④
(3)給与の査定…４・６（１６２７）⑦

(4)査定の教訓 …５・18（１６３１）④
(5)日中混合の会社組織…６・８（１６３５）⑤

●在中交易会・展示会、在日投資貿易商談会
広州交易会、ブース数がアップ……１・27（１６１９）⑥
2003 年日中貿易通関実績（輸出）…４・６（１６２７）④
2003 年日中貿易通関実績（輸入）…４・６（１６２７）⑤

【データ】
●月別日中貿易の通関実績
03 年 11 月…１・13（１６１７）②
03 年 12 月…２・３（１６２０）②
04 年１月…３・２（１６２３）②
04 年２月…４・６（１６２７）②
04 年３月…５・４（１６３１）④
04 年４月…６・１（１６３４）②
●日中経済動向
03 年 12 月…１・20（１６１８）②
03 年１月…２・10（１６２１）②
03 年２月…３・16（１６２５）②
04 年３月…４・13（１６２８）②
04 年４月…５・18（１６３２）④
04 年５月…６・15（１６３６）②
●形態別にみる日中貿易
03 年 11 月…１・13（１６１７）②
03 年 12 月…２・10（１６２１）②
04 年１月…３・９（１６２４）②
04 年２月…４・６（１６２７）②
04 年３月…５・18（１６３２）⑤

〈訪中報告、インタビュー〉

〈特集〉
無錫…２・24（１６２２）③
発展中の蘇州工業園区…３・16（１６２５）③
東北振興、大連の新たな役割…３・16（１６２５）⑤
煙台経済技術開発区…３・30（１６２６）⑥
昆山経済技術開発区…４・６（１６２７）③

【中国の対外貿易】

<中国の対外経済･貿易>
貿易振興会議で呉儀副総理が演説…１・13（１６１７）①
情報産業企業団、対米買付 23 億ドル１・20（１６１８）②
国際仲裁センターが浦東に…２・24（１６２２）②
小麦買付訪米団を派遣…２・24（１６２２）①
華東交易会、トップ日本は６億ドル…３・16（１６２5）②
中国・ASEAN 博覧会、11 月南寧で開催…４・13（１６２８）③
中国・第１四半期、輸出入総額が 38％増で 84.3 億ドルの入超…４・20（１６２９）②
科学技術協力を推進で中国と EU が共同声明調印…４・20（１６２９）②
中国・ニュージーランドが貿易経済協力で合意…４・27（１６３０）②
中ロが貿易と投資シンポを 19 日、北京で開催…４・27（１６３０）②
中国がかかえる貿易問題 「中国対外貿易情勢報告」…６・１（１６３４）①
中国質検総局、対中産廃輸出業者登録を実施…６・１（１６３４）①
2013 年の農産物輸出、10 年で倍増の 400 億ドル目指す …６・１（１６３４）③
中国・ニュージーランドが貿易経済協力取り決めに調印…６・８（１６３５）①
ガボンとエネルギー、鉱物協力強化枠組みに調印…６・８（１６３５）②
●貿易一般
米国から 16 億ドル輸入 大豆・機械電気製品…12・31／１・６（１６１６）⑥
ハイテク製品、03 年 1100 億ドル輸出１・13（１６１７）②
農産物は２００億ドル突破…………１・13（１６１７）②
上海港コンテナ取扱量 1000 万 TEU 超 １・13（１６１７）②
03 年貿易総額は 8512.1 億ドル………１・20（１６１８）①
クエン酸等 36 品目輸出事前照合……１・20（１６１８）①
中国、03 年 4800 万 TEU で世界 1 位……１・20（１６１８）③
中国、鳥インフルエンザで感染国から輸入禁止…１・27（１６１９）②
コレラ感染予防で韓国豚輸入禁止…１・27（１６１９）②
タジクの偶蹄類輸入禁止……………１・27（１６１９）②
加工貿易就労者 3000 万以上に………１・27（１６１９）④
０３年自動車輸入が対前年比 84％の大幅増…２・３（１６２０）②
1 月、中国の貿易額 3000 万ドル入超に…２・24（１６２２）①
中国・03 年の原油輸入が３割増で 9000 万トンを突破…２・24（１６２２）②
米の対中貿易、4 年連続で最大の赤字源…２・24（１６２２）②
中国が世界最大の携帯電話輸出国に…２・24（１６２２）②
大豆輸入量が史上最高…２・24（１６２２）②
中印貿易、今年 100 億ドル突破を見込む…３・２（１６２３）②
中国 04 年、携帯輸出１億台見込む…３・９（１６２４）③
中国 1‐2 月貿易赤字が 79 億ドルに…３・16（１６２５）①
イランから LNG 輸入…３・30（１６２６）②
ラオスのカリ岩塩採掘権取得…３・30（１６２６）②
中国のじゃがいも、ＡＳＥＡＮに進出…４・６（１６２７）⑧
ＷＴＯ年次報告、中国が商品輸入で世界３位…４・13（１６２８）①
貿易赤字の原因、新華社報道より…４・20（１６２９）②
国際銅業フォーラム、10 月に海南島で…４・20（１６２９）⑥
広州交易会の成約総額 148.9 億ドル、前回比 14.5%増…４・27（１６３０）⑤
廃棄プラスチック、輸入検査を一時停止…５・18（１６３２）①
中国、今年 130 万トン輸入で砂糖の輸入大国に …５・18（１６３２）②
04 年１－４月、中国の貿易総額 107 億ドルの赤字…５・25（１６３３）①
コークス輸出の税還付を中止-財政部など…６・１（１６３４）①
銅精鉱輸入を削減 中国 7 社…６・１（１６３４）②
03 年貿易額ベスト 500、石化国際事業がトップ…６・８（１６３５）②

●外資導入・対外進出
03 年 1－11 月の外資契約 1000 億ドル突破…12・31／１・６（１６１６）⑥
台湾自転車最大手が成都に新工場…１・13（１６１７）②
企業の海外進出支援で 300 万ドル以下地方審査へ…１・13（１６１７）③
外資利用実行額 535.05 億ドル、契約額 39％増…１・20（１６１８）①
商務部、加工貿易全国会議で国際産業移転がチャンス…１・27（１６１９）②
乗用車市場、トップ 10 のシェア 80％、広州本田５位に躍進…２・３（１６２０）④
外資実行額、山東が 100 億ドル超す…２・10（１６２１）②
宝鋼集団がブラジルに合弁－中国最大の海外進出…２・10（１６２１）②
2004 年外資導入の質向上、全国商務工作会議で 9 項目…２・24（１６２２）①
金橋輸出加工区外資系企業の工業生産 1027 億元に…２・24（１６２２）②
1 月外資利用実行額 13.62％増…３・２（１６２３）①
開発区を整理統合で省級以下は廃止…３・30（１６２６）①
1－2 月の外資利用実行額、高い伸びを維持…３・30（１６２６）①
中国の対外進出が倍増…３・30（１６２６）②
上海保税区、フリーポート目指－外高橋国際物流園区が始動…３・30（１６２６）③
合弁広告会社、外資過半出資可能に、05 年末から 100％も認可…４・６（１６２７）②
ボーイング、中国との次世代機共同生産希望…４・６（１６２７）②
ボルボ、中国でディーゼルエンジン生産…４・６（１６２７）②
中国１－３月の外資契約額約 50%増、韓国が日本を抜く…４・20（１６２９）①
中国企業が農産物加工業で仏に進出…４・20（１６２９）②
西部映画集団、来年ナスダックに上場…４・20（１６２９）②
第一百貨・華聯商厦合併、上海百聯集団㈱に…４・20（１６２９）⑥
中国、3 億ドル投資でドバイに流通センター …４・27（１６３０）②
外資への小売業開放で民族小売に圧力…４・27（１６３０）②
04 年 1－4 月外資導入実行額 10％増…５・18（１６３２）①
中国 CDMA プロジェクト、エジプトで建設…５・18（１６３２）②
上海バンド開発、米ロックフェラー・グループ…５・18（１６３２）②
BP-浙江・広東、シェル-江蘇でガソリンスタンド展開…５・18（１６３２）②
中国、パキスタンで原発２期工事…５・18（１６３２）②
中国北方工業、テヘラン地下鉄 PJ８億 3600 万ドル獲得…５・25（１６３３）④
山東省、739 カ所の開発区を閉鎖…５・25（１６３３）⑥
中国の対外直接投資 300 億ドルを超える…６・１（１６３４）①
世銀の対中融資が今年は 15 億ドル…６・１（１６３４）②
自給不足解決の一つとして海外で農産物栽培…６・１（１６３４）③
中国アルミ、上海宝鋼などがブラジルで合弁企業設立…６・８（１６３５）②
四川初の外資保険会社が７月に開業…６・８（１６３５）②
ダウ・ケミカルが上海に地域本部…６・15（１６３６）②

●中国の貿易（国・地域別）
03 年 12 月…２・24（１６２２）④
04 年１月…３・30（１６２６）②
04 年２月…４・13（１６２８）③
04 年３月…５・25（１６３３）⑤
04 年４月…６・15（１６３６）⑤
●輸出入税率・許可証・貿易管理

平均関税率 10.4％に引き下げ………１・13（１６１７）①
外国為替管理局は QFII 制度を推進…６・８（１６３５）①
第２次石炭輸出割当 2870 万トンを発給…６・８（１６３５）①

●ダンピング調査・認定
ヒドラジン水化物ＡＤ調査へ、日本など 4 カ国…12・31／１・６（１６１６）⑥
広東企業 29 社が米のエビ AD 仮決定に応訴…３・９（１６２４）③
エタノールアミンに AD 仮決定、日、米、イランなど…４・６（１６２７）①
米国など原産のクラフトボード、ＡＤ調査開始…４・13（１６２８）①
米商務省、中国製テレビ AD 最終決定…４・20（１６２９）①
EU、韓国などクロロホルム AD 仮決定…４・20（１６２９）①
トリクロルエチレンの AD 調査開始－ロシア、日本産…４・27（１６３０）①

●ＷＴＯ関連
中国に六課題、WTO 加盟 3 年目迎え…１・13（１６１７）②
中国の一員として台湾の WHO 総会参加を歓迎…５・18（１６３２）①

●現法の税務会計（近藤義雄氏）

●中国の対外主要契約
03 年 12 月…１・20（１６１８）③
04 年１月…２・10（１６２１）⑤
04 年２月…３・16（１６２５）②
04 年３月…４・13（１６２８）③
04 年４月…５・18（１６３２）⑤
04 年５月…６・15（１６３６）⑤

●中国の貿易（方式別）
03 年 11 月…１・20（１６１８）②
03 年 12 月…２・24（１６２２）②
04 年１月…３・16（１６２５）②
04 年２月…４・13（１６２８）②
04 年３月…５・25（１６３３）⑤
04 年４月…６・15（１６３６）②

●地方の貿易・対外開放政策
国家ソフト輸出基地を建設…………１・13（１６１７）②
ASEAN、広西最大の貿易相手に……２・３（１６２０）②
綏芬河市の貿易額 19 億ドルに…２・10（１６２１）②
ソフトウエア輸出 1 億ドル超す 北京…２・10（１６２１）②
上海外高橋、自由貿易区目指す…３・２（１６２３）②
ステンレス製品輸出、広東が 62％占める…３・２（１６２３）②
北京のデジカメ輸入 5.5 倍に…３・２（１６２３）②
山東の対外経済(上) …３・２（１６２３）⑤
煙台・江陰など活発な投資誘致活動…３・９（１６２４）②
上海、市内多国籍企業ベスト 20 社発表…３・９（１６２４）③

外資直接投資実行額、江蘇が広東抜き全国一…３・９（１６２４）③
広州でアンケート、外資総経理の平均年収が 50 万元…３・９（１６２４）③
世界 500 社 98 社が深セン進出で増資、M&A も実行…３・９（１６２４）③
山東の対外経済(下) …３・９（１６２４）⑤
浙江が第１次 224 件著名商号リストを発表…３・16（１６２5）⑥
寧夏に空のシルクロード、アラブと貿易開拓…３・16（１６２5）⑧
上海１－３月の外資 18.8 億ドルを導入、認可件数は 1153 件…４・20（１６２９）②
上海港の貿易が６０５億ドルに…４・20（１６２９）②
天津の外資利用実績は 74%増…４・20（１６２９）②
変貌続ける浦東新区、康慧軍副区長に聞く…４・27（１６３０）②
1－4 月上海私営企業の貿易額が 3 倍で市内の 4.6％占める…６・１（１６３４）②
今後数年間に 10 億ユーロ投資 シーメンス…６・１（１６３４）②
上海東方欣康プロジェクト第１棟完成…６・８（１６３５）②
福州江陰港が対外開放…６・15（１６３６）②

〈金融・証券・保険関係〉
●中国の外為、国際収支
人民元為替の形成システムを整備…１・13（１６１７）③
03 年末の外貨準備高が 4033 億ドル…１・27（１６１９）①
外為局、中国企業の外貨留保、外貨収入の 30%、50%に…４・27（１６３０）②
外資銀行の外貨融資、中国企業向け外為登記不要に…６・１（１６３４）①
中国外為センター、CME と協力覚書に調印…６・15（１６３６）①
外銀の対外債務に総量規制、
「管理規則」を 27 日施行…６・15（１６３６）①
●金融・証券・保険関係
中国銀行など２行を株式制へ………１・13（１６１７）③
中国銀行（香港）
、個人人民元決済銀行に…１・13（１６１７）③
03 年の不良貸出残高比率、年初より 1574 億元減…１・20（１６１８）③
中国輸銀、業務規模世界３位………１・20（１６１８）③
金融資産管理 4 社、5000 億元の不良債権処理…１・27（１６１９）②
中芯国際、2 度目の協調融資…………２・３（１６２０）②
中国銀行が初のドル建て決済銀行に…２・10（１６２１）⑤
東北、渤海銀行など新銀行設立準備相次ぐ…２・10（１６２１）⑤
2 月 25 日から香港の銀行が個人向け人民元業務を開始…３・２（１６２３）①
上海の外資銀行の収益は半分が人民元業務…４・13（１６２８）③
人民銀行、預金準備率を 0.5％アップ、農村信用組合等は据置き…４・20（１６２９）①
工商銀行、バイヤーズ・クレジットで外銀と保険取決め調印…４・20（１６２９）②
外銀支店 192 カ所、総資産は 495 億ドル…４・20（１６２９）②
工商銀行、商銀初の資産証券化…４・20（１６２９）④
中国銀行が不良債権処理…４・20（１６２９）④
商業銀行関係取引管理規定を公布、5 月 1 日施行…４・20（１６２９）④
寧波東睦公司が A 株に初上場…４・27（１６３０）①
上海先物取引所の燃料油取引認可…４・27（１６３０）⑤
中国建設銀行の不良債権率 8.88%…４・27（１６３０）⑤
第１四半期取引額が 39％の伸び、上海ダイヤセンター…５・18（１６３１）⑤
中国人民銀行インフレ圧力に対応し適度の金融引き締め実施 …５・18（１６３２）①
国有商業銀行４行の総資産 15 兆元に…５・18（１６３２）⑤

保険業資産総額 1 兆元を突破…５・25（１６３３）⑤
中宏人寿合弁生保が全国展開へ…６・１（１６３４）④
中小企業向け市場開設認可、証監会が深セン証取に…６・１（１６３４）③
外資９行が中国企業向け人民元業務 深セン…６・１（１６３４）③
東亜銀行成都支店を認可 銀監会…６・15（１６３６）②

●中国金融関係統計
2003 年第４四半期………………１・27（１６１９）⑤
2004 年第１四半期………………５・18（１６３２）⑤

中国の国内経済
〈中国の経済・産業動向〉
●中共、全人代関連
全人代会議、3 月 5 日開催……………１・13（１６１７）①
上海外高橋 自由貿易区目指す 成思危全人代副委員長が発言…３・２（１６２３）②
10 期第２回全人代が５－14 日、北京…３・９（１６２４）①
共産党中央政治局会議、過大な融資増懸念…５・18（１６３２）①
食糧流通管理条例で食糧買付の全面開放…５・25（１６３３）①

●中国の経済指標
03 年９.1％の経済成長………………１・27（１６１９）①
ＧＤＰ計算、公表制度を改革………１・27（１６１９）②
中国の企業物価指数が 2 月も上昇 …３・16（１６２５）①
2003 年中国の経済概況（2003 年国民経済と社会発展統計広報より）…３・16（１６２5）
⑦
第１四半期、中央直轄企業 190 社の利益 27%増の 1035 億元に…４・27（１６３０）⑤
中国・１－３月、各種非鉄金属が２ケタ増…５・18（１６３２）⑤
04 年 4 月、物価指数が 3.8 ポイント上昇…５・25（１６３３）①
機械工業第１四半期の生産額が 30％増、利益の過半数は自動車…５・25（１６３３）⑤
中国・03 年の GDP がユーロ高で順位後退し世界７位 …６・１（１６３４）③
固定資産投資の伸び率低下…６・８（１６３５）①
中央企業 189 社の資産総額が８兆元超える…６・８（１６３５）⑤

●中国の産業動向
03 年造船受注量 1700 万トンで世界シェア 17％…１２・３１／１・６（１６１６）⑥
中国、初の鉱物資源白書…１・13（１６１７）④
天津を国内最大の電子部品拠点に…１・13（１６１７）④
上海連合財産取引所が設立…１・13（１６１７）⑤
中国最大のタングステン公司誕生…１・13（１６１７）⑤
中国の紙市場で競争激化…１・20（１６１８）②
住宅積立金 5000 億元超す…１・20（１６１８）④
中国大企業１０社が香港上場へ…１・27（１６１９）④
自動車生産・ 販売 400 万台超える…１・27（１６１９）④
03 年中国の不動産市場…１・27（１６１９）⑤
中国の建築業、昨年の生産額 7600 億元-3 千万人の農村労働力吸収…２・３（１６２０）

②
ソフトの売上高 30％増－04 年予測…２・３（１６２０）②
中国で低料金航空会社設立の動き…２・３（１６２０）②
1.8 万社が食品生産許可証取得…２・10（１６２１）⑥
物流業生産額対前年比 10.5％増の 7880 億元に…２・24（１６２２）⑤
海洋産業の生産額 1 兆円超す…３・２（１６２３）②
2003 年、中国の耕地 254 万ヘクタール減…３・２（１６２３）④
国務院常務会議－食糧流通改革を深め、農家の利益保護…３・９（１６２４）①
マースクの中国への造船発注 50 隻超える…３・９（１６２４）③
北京、天津、重慶など 26 都市で建設用地認可を一時停止…３・16（１６２５）①
電気自動車を２年内に産業化…３・16（１６２５）⑧
大型流通グループ 15－20 社育成…３・30（１６２６）③
中古品市場活発化で商務部が通知…４・６（１６２７）⑦
首都空港拡張工事始まる、北京オリンピックに照準…４・６（１６２７）⑧
東西商談会、非公有制企業が投資の主力に…４・20（１６２９）④
宝鋼、山西コークスと協力契約で石炭安定調達へ…４・20（１６２９）⑤
第１四半期の粗鋼生産が 6146 万トン、前年同期比 26.38％増…５・18（１６３１）④
南方航空・03 年、97％の減益 …５・18（１６３１）④
中国海洋石油 B、広東大鵬 LNG を設立、06 年稼動-年 51 億?供給…５・18（１６３２）
②
宝鋼、ハマスレーとの合弁開業で豪鉄鉱石の安定調達 …５・18（１６３２）②
中国化工集団公司が設立、再編で業界リード…５・18（１６３２）④
粗鋼生産の過半数が５省・市で…５・18（１６３２）⑤
成長する民営企業、ポリエステルは市場の 3/4…５・18（１６３２）⑤
中国初のオートバイ販売会社が上海に…５・25（１６３３）④
６月に第 1 回鉱業事業者年次総会を開催…６・８（１６３５）⑤
中小企業 1000 万社超える…６・15（１６３６）⑤

●行・財政、国有企業改革、再編
企業の国有財産権譲渡行為を規範化１・20（１６１８）①
企業国有財産権市場に、上海、天津を指定…２・24（１６２２）①
国有企業、政策的破産を廃止…３・２（１６２３）④
鉄鋼産業に大なた、不適格 PJ の認可禁止…３・16（１６２5）①
企業所得税法の統一、6 月法案提出…３・30（１６２６）①
商務部商業改革発展司長、着実に流通改革を推進…４・13（１６２８）①
社会サービス部門を分離、東風汽車等３社で…５・18（１６３２）⑤
宝鋼集団など中央企業６社が年内に董事会設立…６・８（１６３５）⑤

●エネルギー
天然ガスの西気東輸、供給始まる…１・13（１６１７）⑤
天然ガス発電所を浙江に建設………１・13（１６１７）⑤
大慶油田の年間生産量過去最高に…１・13（１６１７）⑤
石油化工集団がイランで高生産量の油井発見…１・20（１６１８）②
右岸ダムと発電所建設で三峡ダム最終段階へ…１・20（１６１８）③
石油天然ガス公司の 03 年 7.7 億バーレル生産…１・27（１６１９）②
上海市が新電源開発計画を発表……１・27（１６１９）④
目標を 20％上方修正 05 年のエネルギー生産…２・24（１６２２）④
内蒙古オルドスの石炭生産量が中国一に…２・24（１６２２）④
三峡ダム、今年の発電量 4 倍増で上海に 60 億キロワット時供給…２・24（１６２２）⑤

電力不足は今年も昨年並み…２・24（１６２２）⑤
石油５社が共同で設立した上海石油取引市場近くスタート…３・２（１６２３）①
中国の要望に対応しメキシコが対中原油輸出を検討…３・２（１６２３）②
発電所の建設、今年は 4000 万キロワット…３・２（１６２３）②
「西気東輸」今年完成へ…３・９（１６２４）④
泰山第２原発２号機が試運転、６月稼動 60 万キロワット…３・30（１６２６）③
広東で最大規模の風力発電が始まる…３・30（１６２６）⑤
中国初の原発工事専門会社・中広核電工事を深センに設立…４・６（１６２７）⑦
華東・南方など今年も電力不足…４・13（１６２８）③
中国の電力産業改革-電力料金形成システム…５・18（１６３２）①
内蒙古-風力発電 PJ、カナダエフロン 100 万 kw 以上…５・18（１６３２）②
中石油集団が海外展開-石油権益 4450 万トン、天然ガス 40 億?…５・25（１６３３）④
第２、第３四半期の電力供給一段とひっ迫、華東地区がとくに深刻…５・25（１６３３）
⑤
電力供給拡大に３措置、発展改革委・張副主任が発言…５・25（１６３３）⑤
勝利油田 200 万トンが目標 2010 年 海外原油年産量で…６・１（１６３４）②
エネルギー政策対話強化で覚書調印 中米…６・１（１６３４）②
長江跨ぐ初の原油パイプライン稼動 上海、南京を通過…６・１（１６３４）③
甘粛省で４億トン規模の大油田発見…６・８（１６３５）④
新疆の石油生産量が 2010 年に 3500 万トンに…６・８（１６３５）⑤
開発可能な水エネルギー資源は 3.8 億 kw…６・８（１６３５）⑤
低レベル企業向け給電を停止…６・15（１６３６）①
●商品検査
ＣＣＣ認証、９０％以上が取得……１・13（１６１７）⑤
●東北振興
東北振興のスケジュールを発表……１・13（１６１７）④
８産業に増値税優遇で企業認定を近く開始…２・10（１６２１）①
第１次ハイテク 60PJ で 56 億元認可…３・９（１６２４）④
８月東北振興銀行が瀋陽で開業…６・８（１６３５）④

●知的財産権
呉儀副総理、全国特許会議で知的財産権戦略を推進と演説…２・３（１６２０）①
03 年特許出願で 22％増の 30 万件、職務発明が非職務上回る…２・３（１６２０）②
商標登録出願数、45 万件超える…２・３（１６２０）②
第 15 回商貿合同委、中米知財侵害問題など合意…４・27（１６３０）①

●財政・税制
税収 2 兆元超える…………12・31／１・６（１６１６）⑥
03 年広東省の税収約 3,000 億元に…１・13（１６１７）⑤
03 年税関徴税額 3,712 億元、43％増１・20（１６１８）②
03 年中国の税収,前年比 20.3％増…１・20（１６１８）③
昨年末の対外債務残高が前年比 13％増の 1936 億ドル…４・13（１６２８）①
社会保障基金で資産運用を拡大…４・20（１６２９）④
第１四半期、中国の税収 25.4％増の 6278 億元に…４・20（１６２９）⑤

●交通・通信・ＩＴ
ﾀｸﾗﾏｶﾝ砂漠二本目の道路 05 年着工…１・13（１６１７）④
南京電話番号８ケタに………………１・13（１６１７）⑥
中国、郵便料金を調整………………１・13（１６１７）⑥
高速道路、総延長約３万キロ………１・20（１６１８）③
情報産業「１０・５」計画…………１・20（１６１８）④
北京－上海高速鉄道、なお調査中…１・27（１６１９）②
中国、ネット加入者 8000 万人迫る…１・27（１６１９）⑥
オンラインゲーム売上高が 45％増…１・27（１６１９）⑥
天津港がコンテナ業務で北東アのハブ港へ…３・９（１６２４）③
北京、地下鉄安全に 37 億元、消防システムなど完備…３・16（１６２5）⑧
新たな鉄道建設に２兆元 2020 年営業距離 10 万キロへ…４・20（１６２９）⑤
鉄道、18 日からスピードアップで一部区間時速 200 キロに…４・20（１６２９）⑤
ユーラシア 3 本目の通信システム開通…４・20（１６２９）⑥
寧啓鉄道、南京－揚州間が開通…５・18（１６３２）⑤
大連の 30 万トン級原油埠頭本体工事完成 …５・25（１６３３）④
固定、携帯電話ともに普及率 20％超える…５・25（１６３３）⑥
中国が情報産業市場で５年内に世界最大に…６・１（１６３４）③
●ハイテク・バイオ
ハイテク開発区の営業収入 2 兆元超す…２・24（１６２２）④
中国が遺伝子組み換え作物輸入を許可…３・２（１６２３）①
電子情報企業ランキング、売上高トップは海爾…６・８（１６３５）⑥

●農業・林業関連
４.５５億トンの食糧生産が目標…１・13（１６１７）④
「三農」対策に 300 億元…１・27（１６１９）①
03 年の造林面積が国土の 1％に…１・27（１６１９）⑤
04 年厳格な耕地保護を実施…２・３（１６２０）①
税務総局、農民への優遇税制公布…２・３（１６２０）①
昨年 48 億元の国債投入で農民 1500 万人分の飲料水不足を解決…２・３（１６２０）④
2004 年地域経済発展で農民の収入増、国際競争力向上…３・９（１６２４）①
農業保険専門会社を上海に設立…３・９（１６２４）①
鳥インフルエンザ撲滅宣言…３・30（１６２６）③
食糧増産へ九つの措置、食糧農家に助成金…４・６（１６２７）①
雲南の切り花 30 億本生産…４・６（１６２７）⑧
農村労働力の技能訓練を支援、1000 万人の移動加速…４・13（１６２８）③
第１四半期、３農政策の効果で農民収入が 9.2%増…４・27（１６３０）⑤
安徽省、夏季食糧 100 万トン増産見込む…５・25（１６３３）⑤
今年 2500 万トンの食糧増産、夏季収穫増で確定的に…６・１（１６３４）③
林業、農民 4500 万人の雇用に貢献…６・８（１６３５）⑤
866 万 ha の森で害虫被害、年間損失 1000 億元見込む…６・15（１６３６）⑥

●環境問題
北京、上海で燃料電池バス購入……１・13（１６１７）④
石炭ボタを建築装飾材に…２・３（１６２０）②
節水型社会構築へ、社会全体の自覚が重要…２・３（１６２０）④
中国はアジア一の湿地面積…２・10（１６２１）⑥

環境汚染、改善処理の不徹底で再発をゆるす…３・２（１６２３）①
今年の水利建設、
「南水北調」と淮河が重点…３・２（１６２３）②
環境保全企業が急成長、今年 2000 億元を突破へ…３・16（１６２５）⑥
三峡ダムと長江上流で汚染企業対策を強化…４・13（１６２８）③
環境汚染防止で建設案件の全面検査…４・27（１６３０）①
黄土高原、土壌流出が改善…４・27（１６３０）⑤
500 自治体の生活用水に影響、長江汚染進む…５・18（１６３１）④
全人代・曲教授が深刻化する環境に対応し循環型経済確立を…５・25（１６３３）⑤
新規化学物質で環保総局が講演…５・25（１６３３）⑥

●工業生産統計
03 年 11 月…１・13（１６１７）③
03 年 12 月…２・24（１６２２）⑤
04 年１月…３・９（１６２４）④
04 年２月…４・13（１６２８）③
04 年３月…５・18（１６３１）④
04 年４月…６・８（１６３５）⑤

●地方の経済動向
遼寧省、自動車工業で東北振興-劉国強副省長が紹介…２・３（１６２０）②
広東経済成長 13.6％、１兆 3450 億元…２・３（１６２０）③
北京市の GDP、５年連続の２ケタ増 …２・３（１６２０）③
上海工業生産が１兆元を突破…２・３（１６２０）③
上海・03 年、建物 20％値上がり…２・10（１６２１）⑤
上海・04 年、農民収入 7000 元目指す、非農業雇用拡大図る…２・10（１６２１）⑥
ノートパソコン、上海・松江が世界の 27％生産…２・10（１６２１）②
浦東・03 年の GDP が 1504 億元で、金融業が 12.5％占める…２・24（１６２２）④
広東、重点建設プロジェクトで今年は 820 億元を投入…２・24（１６２２）④
大連の投入額は 131 億元…２・24（１６２２）④
携帯国内シエア、寧波波導が 1 位に…２・24（１６２２）⑤
北京、投資の５大重点発表ｰ郊外開発進める…３・２（１６２３）②
天津、軽軌鉄道が営業開始…４・13（１６２８）③
北京市、工業生産額が大幅増で 13.8％の経済成長…４・20（１６２９）⑤
上海ネット利用者、国内２位の普及率…４・20（１６２９）⑥
広東省、農村個人企業と私営企業の参入分野を拡大…５・18（１６３１）⑤
瀋陽に「韓流」 大型ビル続々完成…６・１（１６３４）④
汎珠江デルタフォーラム、香港などで開催…６・15（１６３６）⑤

●出入国・観光
04 年観光外貨収入 205 億ドル目指す…１・20（１６１８）④
深セン－マカオ－台湾定期便、来月末に就航…１・27（１６１９）⑥
6329 万人が春節で観光旅行…２・10（１６２１）⑥

〈中国の経済法令関係〉
●経済法令

知財税関保護条例を公布…………１・13（１６１７）①
買付・輸出センター「設立管理規則」を公布…１・13（１６１７）①
対外貿易法の改正審議で自然人にも貿易権を…１・13（１６１７）③
独占禁止法、商務部など起草中…１・20（１６１８）①
江蘇省、土地請負経営権流通規則を公布…１・27（１６１９）⑤
自動車ローン規則、意見聴取へ…１・27（１６１９）⑤
自動車輸入割当、05 年 1 月制度廃止へ…２・24（１６２２）①
審査・認可範囲縮小へ、投資体制改革プラン近く公布…２・24（１６２２）④
北京、企業の経営範囲審査制取り消し…２・24（１６２２）④
貿易法改正で貿易指定経営廃止へ…３・９（１６２４）②
薬品経営許可証管理規則を公布、４月１日施行…３・９（１６２４）②
外為局、投機的資本を防止・個人の外貨決済で通知…３・30（１６２６）①
12 月 11 日までに外資商業規制を廃止…３・30（１６２６）③
貿易権を登録制に、改正対外貿易法が７月１日施行…４・13（１６２８）①
中国、流通分野の投資緩和 「外商投資商業分野管理規則」を公布…４・27（１６３０）
①
中国、アンチダンピングなど３条例を改正公布…４・27（１６３０）①
流通分野の開放…４・27（１６３０）②
食糧買付の全面開放の｢食糧流通管理条例｣原則可決…５・25（１６３３）①
「保険資産運用会社管理規定」が公布 ６月から施行…５・18（１６３１）①
外資比率は 50％未満、外資保険会社実施細則を公布…６・１（１６３４）②
「全国商品市場体系建設要綱」を公布…６・15（１６３６）①
「食糧流通管理条例」を公布、施行…６・15（１６３６）①
危険廃棄物に新規則、７月１日施行…６・15（１６３６）⑤
●条文
企業国有財産権譲渡管理暫定規則…１・27（１６１９）③
外商投資輸出調達センター設立に関する管理規則…１・27（１６１９）④
中華人民共和国知的財産権税関保護条例…２・３（１６２０）③
中華人民共和国商業銀行法…２・10（１６２１）③④
北京市の国外投資者及び国内非公有制経済組織による国有工業企業買収に関する暫定規
則…３・９（１６２４）④
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…３・16（１６
２５）④
江蘇省労働契約条例(上) …３・30（１６２６）④
江蘇省労働契約条例(下) …４・６（１６２７）⑥
中華人民共和国対外貿易法（改正）…４・20（１６２９）③④
外商投資商業分野管理規則…４・27（１６３０）④
保税倉庫及び保税貨物に対する管理規定(上) …５・18（１６３２）④
保税倉庫及び保税貨物に対する管理規定(下) …５・25（１６３３）④
市政公共事業特別許可経営管理規則…６・８（１６３５）④
自動車産業発展政策…６・15（１６３６）③④⑤

＜解説＞
中国の銀行三法 改正施行と金融改革（桑田良望氏）…２・10（１６２１）②
中国の商標行政訴訟(上)(下) …３・16（１６２5）⑥、３・30（１６２６）③
●法律談話室―中国の消費者問題（射手矢好雄・張和伏氏）
(15)…１・13（１６１７）⑤

●税法統一と税負担の公平化(中国経貿導刊より）
(1)税制整備の思考 …１・27（１６１９）⑤
(2)増値税を生産型から消費型へ…２・24（１６２２）⑤
(3)内外企業所得税を一本化 …３・２（１６２３）④

●法治への戦い

●海峡両岸関係
国務院台湾弁「３通」政策説明書を発表…12・31／１・６（１６１６）⑥
海峡両岸経貿交流会が設立………１・13（１６１７）③
中台貿易額 500 億ドル突破………１・27（１６１９）①
建設銀行、大陸から台湾への２時間送金可能に…３・９（１６２４）④
台湾・2 月の大陸・香港向け輸出で過去最高の 50.6 億ドル…３・16（１６２５）②
深セン－台北に直行便 マカオ航空…３・16（１６２5）⑧
台湾総統選で陳総統が当選…３・30（１６２６）①
台湾企業が湖北を新投資スポットとして注目…４・６（１６２７）②
初の台湾との合弁生保認可…５・18（１６３１）⑤
台湾、陳総統が就任演説-新思考で両岸問題を…５・25（１６３３）①
国務院台弁 「台湾独立」の余地残す 陳総統就任演説で声明…６・１（１６３４）①
中国、台湾、マカオの物流協会が協力覚書調印…６・１（１６３４）②
３月の中台貿易総額が 50 億ドルに…６・８（１６３５）②

社会文化関係
●中国の社会・文化
04 年末から身分証切替…12・31／１・６（１６１６）⑥
中国・ASEAN 博覧会開催、11 月広西南寧で…１・13（１６１７）③
ＳＡＲＳ再発、２人目疑い例……１・13（１６１７）③
2003 年国内 10 大ニュース…………１・13（１６１７）⑥
1.29 万件の密輸を摘発……………１・20（１６１８）②
福祉宝くじ売上額が 200 億元超 …１・20（１６１８）④
任意の教育費徴収 6.39 億元返還…１・20（１６１８）④
SARS ワクチン臨床実験を認可……１・27（１６１９）⑤
ﾜｰﾅｰ、中国で映画館事業展開へ…１・27（１６１９）⑥
ケンタッキー、中国で 1000 店目…１・27（１６１９）⑥
中国の食生活、生存から楽しみへ１・27（１６１９）⑥
ベンチャー投資、ハイテク向け 85％を超す…２・３（１６２０）④
中国、高級技術者育成を支援…２・３（１６２０）④
セブンーイレブンが中国に進出…２・３（１６２０）④
中国・20 年間で 58 万人が海外留学…２・３（１６２０）④
上海の卸売と自由市場で生きた鳥販売禁止…２・10（１６２１）⑥
国務院が鳥インフルエンザで予防と対策会議を開催…２・10（１６２１）①
薬局 24 時間対応に…２・24（１６２２）⑤
専門化向けの人材市場が開業…２・24（１６２２）⑤
医療保険加入者１億 895 万人に…２・24（１６２２）⑤
中国 03 年の保険料収入が 27％増－生保 3011 億元で、78％占める…２・24（１６２２）

⑤
80 メートル道路、広場の建設を一時中止…３・２（１６２３）④
「人代、政協」最大の関心は反腐敗、新華社がネット調査…３・２（１６２３）⑤
地質災害で毎年 1000 人死亡 中国…３・９（１６２４）⑤
帰国留学生 17.3 万人に…３・９（１６２４）⑤
都市総合ランキング、昨年トップは上海…３・16（１６２５）⑥
都市と農村、広がる所得格差…３・16（１６２５）⑥
中国 03 年、自然災害の被害 1884 億元に…３・16（１６２５）⑧
大連市の電話番号８ケタに…３・30（１６２６）⑤
私立校在校生 1416 万人に…４・13（１６２８）③
上海万博の建設資金、３銀行が 55 億元融資…４・20（１６２９）⑥
ネイチャーが中国特集-西側の中国人科学者が提言…４・20（１６２９）⑥
中国１－２月、事故による死者 4.6％増の２万強…４・20（１６２９）⑥
上海副市長 市民に感謝…４・27（１６３０）⑤
メーデー休暇、今年も７連休…４・27（１６３０）⑤
03 年就労者数 7.4 億人に、中国が初の雇用白書…５・18（１６３１）⑤
SARS 情報…５・18（１６３２）②
F1 上海グランプリ 9 月 26－28 日…５・18（１６３２）⑥
国務院認可の都市建設用地が半減１－３月…５・25（１６３３）⑤
出稼ぎ１億 1390 万人の 70％が東部で就職…５・25（１６３３）⑥
不動産鑑定士２万人を超える…５・25（１６３３）⑥
看護師数、1000 人に１人…５・25（１６３３）⑥
呉儀副総理が上海万博委主任に…６・15（１６３６）①
中国初の企業年金保険会社認可…６・15（１６３６）⑤
愛知万博、中国から 11 省・市が参加…６・15（１６３６）⑥
北京で五輪聖火リレー…６・15（１６３６）⑥
３億人が森林観光…６・15（１６３６）⑥
5000 人以上の外国人に就業証…６・15（１６３６）⑥
中国で大相撲公演…６・15（１６３６）⑥

●＜在日中国人の目＞
一石三鳥－CDM の活用（周?生氏）…１・20（１６１８）④
２月に届いた年賀状（龍麗華氏）……２・10（１６２１）⑥
ユビキタスの将来（曹鵬程氏）………４・６（１６２７）⑧
市長・ラーメン・太極拳（王健氏）……５・18（１６３２）⑥
香道の教え（李学恵氏）…６・８（１６３５）⑥

●中国あちこち
＜蘇州通信：田中智恵＞
(5) お給料…………１・13（１６１７）⑥
(6) 生活雑記………２・24（１６２２）⑥
＜資料＞
９大経済地域と９大都市…３・16（１６２５）⑧

