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中国法改正ニュース
１． 《『一人っ子政策
人っ子政策』
政策』の廃止を
廃止を決定》
決定》
2015 年 10 月 29 日、中国共産党の重要会議、第 18 期中央委員会第 5 回総会（5 中全会）が、4 日間の
討議を終え閉幕した。
経済の中期計画「第 13 次 5 カ年計画」案が採択された。会議後に発表された総会コミュニケによると、
中国政府は全ての夫婦に 2 人までの子供を産むことを認め、夫婦に子供は原則 1 人までと定めた国策「一
人っ子政策」の完全廃止を決定した。
コミュニケは「バランスの取れた人口発展を促進し、計画出産の基本国策を堅持するとともに、人口の発
展戦略を改善し、夫婦が 2 人の子供を産む政策を全面的に実施し、高齢化に対応する行動を積極的に展
開する」と記した。

２． 《外貨購入
外貨購入を
購入を伴う外国送金
外国送金・
送金・支払業務
支払業務及
業務及びクロスボーダー
クロスボーダー決済業務
決済業務の
業務の強化》
国家外貨管理局上海市分局公布の《銀行対顧客外貨売り・支払い業務管理の強化に係る指導意見》(上海
匯発[2015] 100 号)および中国人民銀行上海本部クロスボーダー人民元業務部通報会での指導に基づき、ク
ロスボーダー資金流動リスク防止のため、各銀行対し外貨購入を伴う外国送金・支払い業務及び人民元クロ
スボーダー決済業務のモニター強化の指導があった。
適用開始日：2015 年 10 月 12 日

1.

外貨業務
外貨業務：
業務：
(ア) 一件あたり 500 万ドル超の貨物貿易に基づく外貨買い・支払を行う場合、以下のうち任意の 2 種類の
証書（原本）の提出が必要。
①輸入契約・②輸入インボイス・③輸入貨物通関申告書
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(イ) 中継貿易に係る支払金額が 100 万ドルを超える場合、以下のうち証書（原本）の提出が必要。
①輸入契約或はインボイス・②入金ステートメント
(ウ) 5 万ドルを超える直接投資に係る配当金の対外支払い時、以下の証書の提出が必要。
①税務届出表（原本）、以下資料は、公印付のコピー可。
②董事会による配当金分配に関する決議書・③財務会計審査報告及び験資報告書
※企業に対する験資を行っていない場合、「FDI 入金登記表」の提出にて代用可能。

2.

人民元クロスボーダ
人民元クロスボーダー
クロスボーダー業務：
業務：
(ア) 進料加工、特殊監督管理区域企業の真実性チェック
加工貿易の形態が進料加工となり、かつ特殊監督管理区域企業が 500 万人民元超の人民元クロス
ボーダー決済申込み時に以下のうち任意の 1 種類の証書（原本）の提出が必要
①輸出入契約・②輸出入インボイス・③輸出入貨物通関申告書
(イ) 中継貿易に係る真実性チェック
中継貿易に係る人民元建決済を申込み時に以下の証書（原本）の提出が必要。
①輸出入契約或いはインボイス・②入金ステートメント
(ウ) 人民元 NRA 口座業務について
人民元 NRA 口座に関する受取・支払い業務、申込み時に以下の証書の提出が必要。
①公印付の契約或いはインボイス（コピー）

３． 《銀聯カード、
銀聯カード、国外で
国外での現金引出
現金引出制限
引出制限強化
制限強化》
国家外貨管理局は、銀聯カード（ユニオンペイ）の国外での現金引出制限を強化した。
2015 年 10 月 1 日より、適用される。
国外での現金引出制限は以下である。
①2015 年 10 月 1 日～2015 年 12 月 31 日：累計 5 万人民元
②2016 年 1 月 1 日～：年間類型 10 万人民元
1 日あたりの引出上限は 1 万人民元とする。

2015
2015 年 10 月より施行の法律法規
2015 年 10 月より施行される主要な法律法規は以下の通りである。
《企業経営範囲登記管理規定》（国家工商行政管理総局令第 76 号、2015 年 8 月 27 日公布、同年 10 月 1 日
施行）
《納税者識別コード標準の改訂に関する公告》（国家税務総局公告 2015 年第 65 号、2015 年 9 月 25 日
公布、同年 10 月 1 日施行）
《法人・その他組織の統一社会信用コード実施の関係事項に関する公告》（税関総署公告 2015 年第
46 号、2015 年 9 月 29 日公布、同年 10 月 1 日施行）

主要経済統計
2015 年 9 月主要経済統計
固定資産投資：394,531 億元 (前年同期比＋10.3％)

貿易総額：. 3,507.8 億米ドル

第一次産業：11,007 億元(前年同期比+27.4%)

輸出総額：2,055.6 億米ドル(前年同期比-3.7%)

第二次産業：162,189 億元(前年同期比+8.0%)

輸入総額：1,452.2 億米ドル(前年同期比-20.4%)

第三次産業：221,335 億元(前年同期比+11.2%)

貿易収支：603.4 億米ドル

本統計データは中国統計局の数値によるものである。掲載項目は毎月変更する可能性があります。
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中国最新情報
【上海】
上海】上海市タクシ
上海市タクシー
タクシー乗車料
乗車料を調整

上海市では 10 月 8 日よりタクシーの乗車料金を調整。2011 年 7 月以来 4 年ぶりの値上げとなった。
今回の価格調整では初乗り運賃が 1 元アップし、従来の 3km まで 13 元が 14 元＋燃油費 1 元、3km 以降の超
過料金は 1km 当たり 2.4 元から 2.5 となった。
また長距離走行時の加算距離については、従来 10km オーバーすると 1km 当たり 50％増だったのが 15km
へと延長、一方で渋滞による低速走行や待機時の料金加算は、5 分につき 1 元から 4 分へと短縮された。なお
深夜料金は同じく 30％増。
これに伴い、現在タクシー車両約 5 万台のメーター交換を開始。完了するまで一定期間は、新旧両方のメー
ターが使用される。
そのほか市交通委員会は近頃、タクシー配車アプリ「滴滴快的」に対し国内で初めて営業許可証を発行。関係
者の間では、来年の上半期までに配車アプリの合法化が全国に浸透するものと見込まれる。

【蘇州】「上海銀行杯」蘇州市第七回外商投資企業運動会
蘇州】「上海銀行杯」蘇州市第七回外商投資企業運動会が
「上海銀行杯」蘇州市第七回外商投資企業運動会が開催
今年、「上海銀行杯」蘇州市第七回外商投資企業運動会は 10 月 17 日に開幕した。11 月末まで続く予定であ
る。今回の運動会はジョギング、 ロッククライミングが新規増設され、種目が 15 種目に増加した。そして、合計
で企業 170 社からの 432 チームで 4300 余名の選手の申込があった。今回の試合の規模は今までの記録を更
新することになった。
蘇州外資系企業運動会は毎年に一回を行い、今年、バスケットボール、サッカー、卓球、バトミントン、ボウリ
ング、お釣り、ビリヤード、ゴルフ、水泳、綱引き、シャンチー（中国将棋）、囲碁、トランプ、ジョギングとロッククラ
イミング等 15 種目を設けている。申込の状況によると、バスケットボール、サッカー、卓球、バトミントン、囲碁、
ゴルフ等六つの種目は外資系企業の社員の中で最も人気であり、その中、バスケットボール試合とサッカー試
合にはそれぞれ 46 チームと 36 チームが参加する予定である。「新しい種目」のジョギングの申込者は 2000 名
に達した。ジョギングの試合は 10 月 17 日に蘇州工業園区の陽澄湖半島で行われた、全コースは 6km である。

【深圳】
深圳】北京北京-九龍高速鉄道
高速鉄道、
鉄道、時速 350 キロに
キロに
現在、建設が進められている、北京-香港・九龍間を結ぶ、「京九高速鉄道」計画は、列車の運行速度 350 キ
ロに設定する。北京-覇州鉄道、商丘-合肥-杭州高速鉄道の環境影響評価の相次ぐ公表で、このほど計画の
全容が明らかになった。
京九高速鉄道は京九旅客輸送専用線とも呼ばれ、国家中長期鉄道網計画の研究事業の一つである。総延
長は 2,400km で、北京を起点に、河北、山東、河南、湖北、安徽、江西、広東の各省を経て、香港までを結ぶ。
広東省内では、河源、恵州、深圳の 3 市を経由する。開通後、深圳-北京間の所要時間は 7 時間程度となる
見込みである。
関連路線の運行速度は、計画当初の 250 キロから軒並み引き上げられる。
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