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員　　　要　鋒　　　　加　藤　新　一

中国における地方政府債務問題
─財政分権と財政金融関係の視点から─

はじめに

ギリシャの政府債務危機に端を発した欧州政
府債務問題は、次第にスペイン、ポルトガル、
イタリアなどいわゆるPIIGS諸国に波及し、最
近になってユーロ圏の中心国であるフランスや
ドイツにまで一定の影響が及ぶまでに至ってい
る。2011年８月に格付け会社S＆Pによる米国
債の格付けの１ランク引き下げは、国際金融市
場に一時的に大きな波紋を起こし、さらに11月
にドイツ政府が実施した10年物国債の入札で
は、60億ユーロの募集に対し応札が約35％しか
なかったという事態となった1。このように、
欧州政府債務危機が悪化するなか、米国の政府
債務も問題視され、将来的に国際的な金融危機
に発展するのではないかとの懸念が強まってい
る。政府債務問題とりわけ国債の信用リスクに
対する不安感は広がり、これまでになく世界経
済における最大のリスク要因となっている2。

中国経済は、リーマン・ショックを受けて
2008年末に発動された４兆元規模の景気対策
の効果によって、これまで高成長が持続してい
たが、後述のように景気対策によって地方政府
債務が急増して、中国も同様に政府債務問題と
りわけ地方政府債務問題を抱えていることが、
世界的に注目されている（ ［IMF, 2011］等）。
地方政府債務は、従来にも存在していたが、特
に問題とされてこなかった。今回の景気対策に
よって地方政府債務残高が急増し、かつその情
報開示が不十分であることに加えて、リーマン・

ショック後２桁成長を続けてきた中国経済が実
際に世界経済の牽引役であるだけに、地方政府
債務問題に、世界的な関心が高まっているので
ある。

こうした状況の中で、銀行を監督する当局で
ある中国銀行業監督委員会（以下、銀監会とい
う）、中央銀行である中国人民銀行は、それぞ
れの報告書で地方政府債務の実情に関して見解
を発表したが、地方政府債務残高等について、
互いに大きな隔たりがあり3、かえって不信感
を強めることとなった。その後、地方政府融資
平台公司（「融資受皿会社」、本文で説明する）
に関して借入の返済や利払い等が滞る事例が報
道され4、中国国内に限らず世界においても注
目を浴びるようになった。地方政府債務は、い
ずれ不良債権化し、1990年代における国有企業
改革の遅れに伴って生じた大規模な銀行不良債
権問題が再来するのではないかという懸念が強
まった。

こうした背景を踏まえて、中国国家審計署（日
本の会計検査院に相当する、以下、審計署とい
う）は、2011年６月27日に「全国地方政府債
務監査報告書」（審計署監査結果第35号）（以下、
監査報告書（2011）という）を発表した5。監
査報告書（2011）によれば、2010年末時点に
おける中国地方政府債務残高は、約10.7兆元（約
128兆円）に達し6、同年GDP（40.1兆元）の約
26.７％に相当し、同年全国財政支出（9.0兆元）
の約1.2倍または財政収入（8.3兆元）の約1.3倍
に達する規模であることが明らかになった。地
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方政府債務に関する情報は、これまでにほとん
どなかったので、今回全国的に監査を行った上
で発表された監査報告書（2011）は、画期的な
ものであると言えよう。

中国における地方政府債務問題のリスクにつ
いて、 ［IMF, 2011］は、中国金融システム、と
りわけ銀行セクターは、地方政府に向けた貸出
が近年に大きな伸びがあったこと等から、資産
内容が劣化する恐れが強いと指摘した。［笵小
晨, 2011］ ［三浦祐介, 2011］は、地方政府債務
の一部が不良債権化した場合においても、現状
では銀行セクターへの影響は限定的だという分
析結果を出している。しかし、地方政府債務の
分類や地方政府債務問題の原因である財政制度
に関わる問題点については必ずにしも明確にさ
れているとはいえない。本稿は、監査報告書

（2011）の内容及びその背景をなす地方政府債
務問に関する制度を概観した上で、中国の中央
政府と地方政府の間における財政分権と財政金
融関係の視点から、現在における地方政府債務
問題の位相を明らかにしようとするものである。

１．中国における「財政分権」と地方
政府債務

まず、中国における政府間財政関係とりわけ
中央政府と地方政府の現状について、財政分権
の観点から中国における地方財政の現状と，改
革開放以降とりわけ「分税制」を分岐点として
展開した中国における地方財政制度改革の方向
を明らかにし、地方政府債務問題の発生に関わ
る財政制度の背景を探ってみる。

１-１、中国における「財政分権」

中央政府と地方政府の財政関係に関して、財
政分権、とりわけ中央から地方への税源移譲は、
地方分権の一環として、効率的な財政運営や所
得再配分効果が期待され、発展途上国だけでな
く、日本等先進国を含む世界の多くの国で、重

要な政策課題として進められている。一般論と
して、地域の公共財・サービスの需要や経済情
報に関して、中央政府と比較して、より身近な
地方政府のほうが、より正確に把握し、理解で
きるため、効率的に公共財・サービスを住民に
提供できることから、より低コスト且つよい公
共財・サービスの提供が期待され、財政分権は、
地方政府の効率向上、支出膨張の抑制などに効
果 的 で あ る（［Tiebout, 1956］、［Oates, 1972］、

［Tanzi, 1996］、［Brenan and Buchanan, 1980］、
［Oates, 1985］、［Marlow, 1988］、［Grossman, 
1989］、［Grossman and Weat, 1994］）。

改革開放以前の社会主義計画経済における財
政制度は、中央政府による高度集権体制が採ら
れ、中央政府が全国の財政収入（国有企業の収
入等を含む）を集中して、すべての地方政府を
包括した統一の予算（国有企業への生産資金提
供等を含む）を編成し、いわゆる「統一収入統
一支出」の集権財政制度であり、地方政府の財
政に関しては独自の財源もなく、予算編成の権
限もないため、完全に中央財政予算に依存する
こととなっていた。この中央集権財政制度は、
建国初期に経済発展の低い状態で社会資本を集
中して重工業優先発展戦略を実現していくにつ
いて非常に効果的であったが、財政分権理論が
指摘したように地域情報不足の中央政府は、次
第に社会資源の効率的配分に失敗し、社会生産
における深刻な不均衡の拡大を招いた（（［Lardy 
N., 1975］ ［Lardy, 1997］［高橋満, 2004］））。こう
して中央集権的な財政制度の転換は、改革開放
以降に内外とも必然化するのであり、地方政府
の財政インセンティブを高め、効率的な財政資
源配分を図り、経済成長を実現するために、中
央と地方政府の財政関係の再構築が必要となっ
た。

中国における財政分権、とりわけ中央政府か
ら地方政府への財源移行として、初期には、い
わゆる「財政請負制」7が導入された。財政請負
制の主旨は、地方政府は、中央政府から予算を
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獲得することより、自ら市場改革を推進して地
方経済発展を促進し、経済成長によってその地
方における税収を増やし、地方財政収入を増や
すことが、中央政府財政収入の増加も保証でき、
地方政府の積極的な支持によって経済改革もス
ムーズに進行できるメリットが多いということ
とされていた。結果的に地方政府による市場経
済の推進や地域間の競争の拡大にも働き、経済
成 長 の 原 動 力 で あ っ た と 評 価 さ れ て い る

（［Gabriella Montinola, Qian, Yingyi and Barry R. 
Weingast, 1995］［Lin, Justin Yifu, Liu, Zhiqiang 
and Zhong, Funing, 1997］［Qian, Yingyi, and 
Barry R. Weingast, 1997］）。

しかし、図１にみるように全国財政収入対
GDP比と全国財政収入の中央政府のシェアは
急 速 に 低 下 し、1993年 に は そ れ ぞ れ12 ％ と
22％までに下がり、中央政府が経済に介入する
能力の低下と行政管理能力の低下が目立つよう
になった ［王紹光, 1997］。

中央政府の財政収入対GDP比と財政収入の
中央政府の割合という二つの比率を引き上げる
ことを主要な目的として、1994年に「統一税法、
公平税負、簡化税制、合理分権」の原則の下に、
従来の「財政請負制」を代わって、「分税制」
を中心とする財政改革（以降、分税制という）
が行われた。分税制の内容は、主に税源を中央
政府の財源となる「国税」、地方政府の財源と
なる「地方税」、及び中央・地方共通の財源と
なる「共通税」に区分することによって、中央
政府と地方政府の税源区分を明確化したと同時
に、国家税務局と地方税務局を設置して国税と
地方税をそれぞれに徴収する体制を導入したも
のである。翌年に成立した「中華人民共和国予
算法」第８条には、国家が中央と地方の分税制
を実施する8と明記されている。その後、修正
を経ているが、現行の財政制度は、この分税制
によって運営されている。

図１に示すように、1994年分税制改革以降、
財政収入対GDP比率が緩やかに上昇している

のに対して、財政収入における中央政府のシェ
アは1994年に急激に上昇し、それ以降一貫して
50％以上を占めている。しかし分税制改革は、
主に財政収入の中央政府と省レベル地方政府の
間の配分を調整したが、財政支出の責任、特に
省以下の地方政府の財政支出の責任に関して、
あいまいのままで調整メカニズムが機能してい
ないと指摘されている（［陳碩, 2010］、 ［佐藤主
光, 2007］等）。そのため、財政収入が中央政
府に集中される一方、公共財・サービスの提供
責任は地方政府に押し付けられ、特に省以下地
方政府は、地方財政収入より歳出責任が増加す
るという、地方財政収支の恒常的赤字という問
題を生じさせる結果となった（［賈康、白景明, 
2002］、［K.Chen, A. Hillman, Q. Gu, 2002］、 

［Chen, 2004］等）。特に下級に行くほど、財政
困難の状態が増すという問題が生じていると指
摘されている（［賈康、白景明, 2002］）。［佐藤
主光, 2007］は、財政移転メカニズムの不備に
より財政調整機能が十分に果たされていないた
め、財政移転が地方の支出責任を充足するうえ
では十分とは言えないことと、財政移転が地域
間の財政力格差を是正するに至っていないこと
が中国財政の課題であると指摘している。もっ
とも、中国では中央政府による地方政府への財
政移転はいまだに法的な根拠がないままで行わ
れている9。

その一方、地方政府は、人事考課や地域間の
競争等によって常に財政収入を上回る財政支出
を行って、インフラ整備等投資活動を通じて地
方経済の成長を優先する傾向があり、常に財政
難問題に直面している（［内藤二郎, 2009年］、

［Wallace, 2003］）。［方紅生、張軍, 2009］は、
中国27省の1994 ‐ 2004年のデータを用いて、
景気サイクルの中における地方政府の財政政策
を観察し、計量分析を行い、地方政府が積極財
政に偏向している結果を導き出した。すなわち、
経済の不況においても好景気においても地方政
府は積極的財政支出で財政規模を拡大する傾向
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がある。ほかに［林毅夫、劉志強, 2000］、［Lin, 
Justin Yifu, Liu, Zhiqiang and Zhong, Funing, 
1997］、［Wong ,  Chr i s t i ne  P .W ,  Heady , 
Chr i s t opher  and  Woo  Wing  T . ,  1 995］

［Oksenberg, Michel and Tong, James., 1991］）
等は、政治の中央集権と財政の地方分権という
中国式分権のもとでは、地方政府による財政活
動が、経済不況に対して非常に有効であると認
識される一方、景気のいい時期は、経済の不安
定を助長する可能性が高いと指摘している。

１-２、中国における地方政府債務の構造

『中華人民共和国予算法』第28条には、「各級
地方政府は、収支均衡の原則に基づいて、財政
収入に合わせて財政支出とする予算を編成し、
赤字を計上しないこと。ほかの法律又は国務院
の規定による特例があるのを除き、地方政府は、
地方政府債券を発行することができない」と定
められている10。従って、ほかの法律または国
務院が定める特例がない限り、地方政府は、財

政赤字、債券発行及び直接に資金の借入等を行
うことができない。

2012年１月現在までに、国務院が定めた特例
は、第１に2009年に定められた中央政府が地方
政府を代行して地方政府債券の発行する制度 

［中国財政部, 2009／02／18］と、第２に2011
年11月に試験的に認められた広東省、上海市、
浙江省、深圳市の四つの省レベル政府11による
独自の地方政府債券の発行の制度があるだけで
ある。しかし、実際には、ほとんどの地方政府
は、これらの地方政府債券の正式なルート以外
に地方政府融資平台公司や政府部門等を通じて
迂回する資金融資や債券発行等によって資金の
調達を実行している（［賈康, 2009］等）。監査
報 告 書（2011） に は、 改 革 開 放 政 策 の 直 後
1979年から一部の地方政府がすでに債務を起
こしており、予算法が成立してからも地方政府
系投資会社を通じて融資や社債の発行等が行わ
れていたことを明らかにしている。このように、
中国における地方政府債務は、ほとんどがいわ

図１．財政収入対GDP比と財政収入の中央政府の割合の推移

出所：中国国家統計局『中国統計年鑑（2011）』、中国財政部『中国財政年鑑（2011）』
備考：地方政府収入は、予算外収入及び土地使用権売却収入が含まない。
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ゆる地方政府が直接に債券発行や借入等を行う
ものではなく、地方政府融資平台公司等を通じ
て間接的に形成されたものである。

2008年末に発動された４兆元景気対策は、中
央政府の財政出動が1.18兆元にとどまり、残り
の部分について地方政府に投資資金負担を求め
た12。これに対応してに各地方政府は、４兆元
景気対策より何倍もの規模の地方都市における
公共施設の建設等を中心とした地方版の景気対
策計画を打ち出したが、前述のように地方政府
は一貫して財政難に直面しており、かつ地方政
府債の発行が制限されるため、景気対策の資金
調達は、最大の課題であった13。

この資金不足の課題を解消するには、中国政
府は、国債また地方債の発行を通じて補うとい
う一般的な財政出動方法ではなく、金融システ
ムとりわけ銀行融資の利用に走った。2009年３
月に中国人民銀行・銀監会は、地方政府が財政
資金支持等によって一定の条件を満たした融資
平台公司を設立し、銀行等の金融機関から融資
を受けるように奨励し、さらに条件の揃った地
方政府融資平台公司が企業債の発行等多様な融
資ルートを通じて中央政府投資プロジェクトや
国家重点産業を金融面からサポートするように
金融機関に指示した（［中国人民銀行・中国銀
行業監督委員会, 2009年３月］）。それに加えて
積極的な金融緩和政策によって、2008年末以降
地方政府融資平台公司の数及び債務は急増し、 

［ 中 国 銀 行 業 監 督 委 員 会, 2010年 ７ 月 ］ は、
2009年末時点では融資平台公司の負債総額は
前年同期比で70.4％急増し、約7.38兆元に増加
したと発表した。

このように地方政府債務は、急速に拡大した
が、その情報開示が少なく、非常に不透明であ
る。地方政府債務は、いずれに不良債権化する
事態も現れ、1990年代における国有企業改革の
遅れ等で生じた大規模な銀行不良債権問題が再
来し、これまでに堅調に成長してきた経済も減
速しかねない懸念が生じた。

１-３、「地方政府債務監査に関する通知」と地

方政府債務のカバレッジ

こうした背景を踏まえて、中国国務院 弁公
庁は、2011年２月13日に「地方政府債務監査
に関する通知」14（国弁発明電（2011）６号）
を発出した。当該「通知」によれば、監査の対
象となる地方団体は、全国の31の省・自治区・
直轄市及び５つの計画単列市15地方政府（以下

「省レベル地方政府」という）、市レベル地方政
府と県レベル地方政府であり、監査内容は、省・
市・県レベル地方政府（政府部門・機構を含む）、
地方政府が経費負担する事業団体、公用事業団
体、地方政府融資平台公司、その他関係団体に
係る債務の状況である。なお、予算法では、予
算が中央、省レベル、市レベル、県レベル、郷
レベルの五階層（五級）に分けられている16が、
今回の監査では、郷レベル政府は対象外となっ
た。

国弁発明電（2011）６号「通知」においては、
地方政府債務とは、（1）地方政府が返済義務を
負う債務、（2）地方政府（政府部門・機構を含
む）が直接または間接に保証している債務、と

（3）地方政府が一定の支援責任のあるその他債
務に分類される。
（1）地方政府が返済義務を負う債務は、地方

政府（政府の構成部門・機構を含む）、地方政
府が経費負担する事業団体、公用事業団体、地
方政府融資平台公司その他関係団体が借入れた
もので、財政による返済保証が確定されており、
地方政府が将来直接に返済する義務を負う債務
をいう。区別するため、当該地方政府債務は、
以下、「地方政府借入金」という。地方政府借
入金は、具体的に①2009以降に行われる財政部
が代行して発行した地方政府債券、1998年のア
ジア通貨危機を受け国務院が内需拡大のため、
新たに建設国債を発行して、得た資金を地方政
府に貸出したものである国債資金借入金17、中
央政府が世界銀行や外国政府等から借入して地
方政府に貸付した海外債務借入金、財政部令第
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29号に従って農地改良等のため投入した資金の
うち地方政府が借入した農業総合開発借入金そ
の他上級財政からの借入で財政による返済する
ことと確定される債務、②地方政府融資平台会
社、地方政府部門・機構（政府の構成部門であ
る教育庁（局）、交通庁（局）及び地方政府が
設立した再就職支援センター）、地方政府が経
費負担する事業団体、公用事業団体その他関係
団体が借入れたもので財政（学費収入や高速道
路料金等収入を含まない）による返済すること
と確定される債務、③地方政府食品公司等の政
策的な債務である。
（2）地方政府が返済義務を負う政府保証債務

とは、債務者が返済不能となった場合、地方政
府が連帯返済義務を負う債務をいい、以下、「地
方政府保証債務」という。具体的には、地方政
府融資平台公司、地方政府が経費負担する事業
団体、公用事業団体その他関係団体が借入れた
もので、債務者の事業収入（学費収入を含む）、
経営収入（高速道路料金等収入）等財政以外の
資金で返済し、且つ地方政府（政府部門・機構
を含む）が直接または間接に担保している債務、
②地方政府（政府部門・機構を含む）が借入れ
たもので、財政以外の資金で返済する債務で
あって政府が保証するものである。ここでは、
日本の政府保証債務概念と異なっていることに
注意を要する。
（3）その他地方政府債務とは、地方政府借入

金及び政府保証債務以外の地方政府債務をい
う。具体的には、地方政府融資平台公司、地方
政府が経費負担する事業団体及び公用事業団体
が、公共事業等のため借入れたもので、財政以
外資金で返済され、且つ地方政府（政府部門・
機構を含む）が保証していない債務である。こ
れらの債務について、地方政府は返済する義務
がないものの、債務者が返済不能となった場合、
地方政府は、一定の救済責任があるとみなされ
るため、事実上の地方政府債務とみなしてその
他政府債務に区分する。

２．中国における地方政府債務の現状

国弁発明電（2011）６号「通知」に従って、
中国国家審計署は、同年３月から２か月をかけ
て地方政府債務の状況を監査し、2011年６月
27日にその監査結果として監査報告書（2011）
を発表した。

この監査報告書（2011）に基づいて、2010
年末時点における地方政府債務の規模、推移及
び構成等の現状について分析する。

２-１．地方政府債務の規模とその推移

監査報告書（2011）によれば、2010年末時
点における地方政府債務残高は10.7兆元に達
し、同年GDP（40.1兆元）の約26.7％に相当し、
同年全国の財政支出（9.0兆元）の約1.2倍また
は財政収入（8.3兆元）の約1.3倍に達する規模
であることが明らかになった。また、地方政府
債務の発生時期について、残高10.7兆元のうち、
約5.5兆元（51.2％）が、2008年以前に発生し
たものまたは継続している事業の施行のための
債務であることが分かった。それ以外の地方債
務残高の約半分に当たる5.1兆元は、中国政府
が４兆元の景気対策を発動した2008年末以降、
主に2009年（3.4兆元増）、2010（1.7億元増）の
２年間に新たに発生したものであると推定でき
る。

（1）地方政府債務の推移

監査報告書（2011）に公表された1996年以
降の地方政府債務残高増加率を用いて推定した
地方政府債務残高は、図２のように同時期の
GDPの名目平均成長率を上回って非常に高い
スピードで増加してきた。すなわち、1996年以
降の地方政府債務残高増加率の単純平均年間増
加率は約31.6％で、実に同時期のGDPの名目平
均成長率13.2％の２倍以上である。

図２に示されているように、特に注目すべき
は、アジア金融危機後の1998年とリーマン・
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ショック後の2009年の地方政府債務残高が、そ
れぞれ前年比48.2％、61.9％急増していること
である。政府による景気対策が発動された直後
に地方政府債務が最も膨張する傾向にあること
が明らかである。特にリーマン・ショック後の
2009年は、前年比61.9％、金額では3.4兆元急
増し、いずれも最大である。

地方債務問題が注目されるようになってか
ら、中央政府が地方政府融資平台公司を中心と
した地方政府債務の管理強化等一連の対策が実
行されたことを背景に、2010年には、地方債務
残高が前年比18.9％増に鈍化し、政府の対策に
よって一定の効果が表われているといえる。

（2）各レベル地方政府における債務の発生時期

今回の監査対象は、36省レベル、392市レベ
ル、2779県18レベルである。地方政府債務は、
実に改革開放直後の1979年にすでに存在して
いたことが明らかになった。それ以降、80年代
半ばまでにほとんど省レベル政府は、債務が
あったが、市レベルと県レベルは、それほどで
はなかった。しかし、2010年末においては、全
国の36の省レベル政府、392の市レベル政府が、
すべて政府債務があり、県レベル政府について
債務のない54を除く2725県レベル政府（全体
の約98.1％）が、政府債務があることが分かっ
た（表１）。

図２．中国における地方政府債務の状況

出所： 中国国家統計局『中国統計年鑑（2011）』、中国財政部『中国財政年鑑（2011）』、国家審計署「監査報告書」
（2011）により作成する。

備考：①1999−2002年、2003−2007年の増加率は、それぞれの期間の平均増加率である。
 ② 2010年より以前各年度の地方政府債務残高は、「監査報告書」（2011）が公表されたものではなく、公

表された各年度の地方政府債務残高の増加率によって逆算したものである。
 ③地方政府収入は、予算外収入及び土地使用権売却収入が含まない。
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（1）地方政府債務の種類別構成

2010年末時点における地方政府債務残高の
内訳は、政府借入金が6.7兆元（全体の62.6％）、
政府保証債務が2.3兆元（同21.8％）、その他債
務が1.7兆元（同15.6％）である（図３）。

（2）各レベル地方政府の政府債務残高及び構成

2010年末に各レベル地方政府が抱える債務
残高は、省レベル、市レベルと県レベル地方政

府 は、 そ れ ぞ れ に32,111.9億 元（30.0 ％）、
46,632.1億元（43.5％）と28,430.9億元（26.5％）
であり、市レベル政府が最も多い。省・市・県
レベル地方政府の負債率は、すなわち地方政府
が抱える債務残高と地方政府財政収入や財政移
転等を合わせた地方政府総合収入額との比率
は、政府借入金だけでは52.25％となっており、
政府保証債務とその他債務を合わせて70.5％と
なっている。

表１．各レベル地方政府債務の発生時期

省レベル 市レベル 県レベル

期間 新規 累計 シェア 新規 累計 シェア 新規 累計 シェア

1979−1980  0  0 −   4   4 1.0％   51   51 1.8％

1981−1985 28 28 77.8％  56  60 15.3％  300  351 12.6％

1986−1990  5 33 91.7％ 121 181 46.2％  833 1184 42.6％

1991−1996  3 36 100％ 172 353 90.1％ 1221 2405 86.5％

1996−2010  0 36 100％ 392 392 100％  320 2725 98.1％

出所：国家審計署「監査報告書」（2011）より作成
備考： ここの省・市・県レベル地方政府は、財政上に予算編成がある地方政府であるが、中国における行政政

府の数とは、必ずしも一致していない。

図３．2010年末における地方政府債務種類別構成

出所：国家審計署「監査報告書」（2011）より作成

単位：億元
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また、2010年末時点では、前述の市レベル政
府 と 県 レ ベ ル 政 府 の う ち、 そ れ ぞ れ78市

（19.9％）と99県（3.56％）の負債率は、すで
に100％を超えており、一部の地方政府は、返
済の余力を失ったため、債務の借り換えが行わ
れ、さらに同年末に市レベル政府22市と県レベ
ル政府20県は、債務の借り換えの全体債務との
比率がすでに20％を超えたことも指摘されてい
る。

最も注目すべきことは、地方政府保証債務と
その他債務のうち、すでに返済延期となってい
るものが、それぞれ2.23％と1.28％であること
でる。そのうち、４の市レベル政府と23の県レ
ベル政府は、返済延期された債務が、同政府の
地方政府保証債務とその他債務の合計の10％以
上に占めている。

監査報告書（2011）が公開されたのち、一部
であるが、９の省レベル政府が、国家審計署の
監査結果を基に、省レベル全体の政府債務残高
状況を公表した（図４）。図５が示されている
ように、地方政府債務対GDPの比率が高いほ
ど成長率が伸びるという傾向になっており、地
方政府が主導する固定資産投資は、中国経済成
長をけん引していることがうかがえる。

（3）地方政府債務残高の地域別構成

2010年末時点の地方政府債務において、地域
別でみると、東部（北京市、天津市、河北省、
遼寧省、上海市、江蘇省、浙江省、福建省、山

東省、広東省、海南省、計11の省と大連市、青
島市、寧波市、厦門市、深圳市、計５の計画単
列市、）、中部（山西省、吉林省、黒竜江省、安
徽省、江西省、河南省、湖南省、湖北省、計８
の省）と西部（四川省、重慶市、貴州省、雲南
省、チベット自治区、陝西省、甘粛省、青海省、
寧夏自治区、新疆自治区、広西自治区、内モン
ゴル自治区、計12省・直轄市・自治区）が2010
年末時点に抱える債務残高は、それぞれ5.3兆
元（50％）、2.5兆元（23％）と2.9兆元（27％）
となっている。

絶対額では、図５が示されているように、東
部地域が約半分であり、最も多く、そして中部
と西部である。しかし、中国の地域経済では、
沿海地域（東部）と比べて内陸部（中部と西部）
の成長が遅れていることから、よく「東高西低」
と言われ、実際には、東部、中部、西部は、
2010年中国GDPのそれぞれに、約57％、24％、
19 ％ と な っ て い る。 そ の た め、 地 方 債 務 対
GDP比では、逆に西部が最も高く約36％、中
部が24％、東部が21％で最も低い19。

（4）借入主体の構成

2010年末時点の地方政府債務残高について、
借入主体別にみると、融資平台公司が5.0兆元

（全体の46.4％）；地方政府部門・機構が2.5兆元
（同23.3％）、合わせると全債務残高の約70％に
占めており、それ以外の経費負担団体、公共事
業団体およびその関係団体が合わせて約3.2兆

表２．各レベル地方政府の債務の構成

債務種類
小計 省レベル 市レベル 県レベル

金額 シェア 金額 シェア 金額 シェア 金額 シェア

政府借入金  67,109.5 100％ 12,699.2 18.9％ 32,460.0 48.4％ 21,950.3 32.7％

政府保証債務  23,369.7 100％ 11,977.1 51.3％  7,668.0 32.8％  3,724.7 15.9％

その他債務  16,695.7 100％  7,435.6 44.5％  6,504.1 39.0％  2,756.0 16.5％

合計 107,174.9 100％ 32,111.9 30.0％ 46,632.1 43.5％ 28,430.9 26.5％

出所：国家審計署「監査報告書」（2011）より作成
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図４．2010年末における一部の省政府の債務状況

図５．地方政府債務とGDP成長

出所：各省政府が公開された2010年度政府報告と中国国家統計局『中国統計年鑑（2011）』により作成。
備考：山東省は、青島市を含まない。

出所：各省政府が公開された2010年度政府報告と中国国家統計局『中国統計年鑑（2011）』により作成。
備考：山東省は、青島市を含まない。
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元（同約30％）となる（図６）。借入主体別の
債務種類別では、表３のように政府借入金及び
その他債務は融資平台公司による融資額が多い
となっており、特にその他債務のうち６割を占
めている。

それ以外、今回の監査対象となった地方政府

部門・機構、経費負担事業団体、公共事業団体
とその他関係団体の数は、それぞれ25,590、
42,603、2,420と9038である。

図６．地方政府債務地域構成

出所：国家審計署「監査報告書」（2011）より作成

単位：兆元、％

東部地域, 
5.3, 49.5%

西部地域, 
2.9, 27.1%

中部地域, 
2.5, 23.4%

表３．地方政府債務の借入主体別構成（詳細）

単位：兆元

融資主体
小計 政府借入金 政府保証債務 その他債務

債務残高 シェア 債務残高 シェア 債務残高 シェア 債務残高 シェア

融資平台公司  5.0 46.4％ 3.1 46.8％ 0.8 34.9％ 1.0 61.0％

地方政府部門・
機構  2.5 23.3％ 1.6 23.6％ 0.9 39.2％ 0.0 0.0％

経費負担事業
団体  1.7 16.0％ 1.1 16.7％ 0.2 6.6％ 0.4 26.4％

公共事業団体  0.2 2.3％ 0.1 1.6％ 0.0 1.3％ 0.1 6.6％

その他関係
団体  1.3 11.9％ 0.8 11.3％ 0.4 18.0％ 0.1 6.0％

合計 10.7 100％ 6.7 100％ 2.3 100％ 1.7 100％

出所：国家審計署「監査報告書」（2011）より作成
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（5）地方政府債務の調達方法の構成及び返済

（償還）期限

地方政府債務の調達方法から見ると、銀行が
8.47兆元（全体の79.0％）、債券発行が0.76兆元

（同7.1％）、上級財政が0.45兆元（同4.2％）、そ
の他が1.04兆元（同9.8％）となっており、銀行
からの借入が圧倒的に多い（表４）。すなわち、
地方政府の資金調達方法は、限られていること
が分かる。

ここの上級財政とは、前述した国債資金借入
金等上級政府から借入し、累計した債務を指す。
同債券発行とは、地方政府が直接に発行した地
方債券ではなく、地方政府系投資会社による社
債の発行と2009年以降財政部が代行した地方
政府債券の発行等を指す。

表４のように政府借入金、政府保証債務及び
その他債務いずれも銀行からの借入が圧倒的な

シェアを占めており、特にその他債務では、９
割以上が銀行ローンで資金調達をしている。

地方政府債務の返済期限についてみると。
2010年末時点の地方政府債務残高10.7兆元のう
ち、2011年、2012年、2013年に期限に迎える
債務額が、それぞれに2.6兆元、1.8兆元、1.2兆
元となっており、合計で約5.7兆元となる（図
８）。すなわち、半分超の債務は、これから３
年以内に次々と返済期限が到来し、特に2011年
と2012年は、実に地方政府債務の返済のピーク
でもある。それ以外は、約３割が長期借入であっ
て2016年以降に、返済期限を迎える。

２-３．地方政府債務の資金利用状況

地方政府債務（調達した資金）の利用状況を
確認すると、都市整備が最も多く約3.5兆元（投
資済み金額の36.7％）、交通運輸が2.4兆元（同

図７．地方政府債務の借入主体別構成

出所：国家審計署「監査報告書」（2011）より作成
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24.9％）、土地収用が1.0兆元（同10.6％）、教育
等及び保障性住宅が0.9兆元（同9.5％）、農林水
利建設が0.5兆元（同4.8％）、環境保護が0.3兆
元（同2.8％）、それ以外が1.0兆元となっており、
ほとんどがインフラ、教育、農業水利および環
境保護など公共性が高いいわゆる財政的な分野
に投資していることが分かる（図９）。また、
すでに借入したもので未利用の資金は、1.1兆
元（債務残高の10.3％）に及んでいた。

３．中国政府による地方政府債務への
対応及び中国財政リスク

前節に説明したように、中国における地方政
府性債務は、一般的に国債また地方債券の発行
によって調達するものではなく、『予算法』の
制限で、地方政府系投資会社とりわけ融資平台
公司（融資受皿会社であり、プラットフォーム
会社ともいう）による資金調達が、中心的な役
割を果たしている。融資平台公司とは、一般的
に地方政府が公共事業等の融資実施等を目的と

表５．地方政府債務の償還期限の構成

単位：兆元

償還期限
小計 政府借入金 政府保証債務 その他債務

返済額 シェア 返済額 シェア 返済額 シェア 返済額 シェア

2011年　　  2.6 24.5％ 1.9 27.8％ 0.4 15.6％ 0.4 23.5％

2012年　　  1.8 17.2％ 1.3 19.4％ 0.3 12.7％ 0.2 14.7％

2013年　　  1.2 11.4％ 0.8 11.9％ 0.2 9.7％ 0.2 11.6％

2014年　　  1.0 9.3％ 0.6 9.2％ 0.2 9.7％ 0.1 8.9％

2015年　　  0.8 7.5％ 0.5 7.4％ 0.2 7.6％ 0.1 7.8％

2016年以降  3.2 30.2％ 1.6 24.4％ 1.0 44.6％ 0.6 33.6％

合計 10.7 100％ 6.7 100％ 2.3 100％ 1.7 100％

出所：国家審計署「監査報告書」（2011）より作成

表４．地方政府債務の調達方法の構成

調達方法
小計 政府借入金 政府保証債務 その他債務

債務残高 シェア 債務残高 シェア 債務残高 シェア 債務残高 シェア

銀行ローン 84,679.99 79.01％ 50,225.00 74.84％ 19,134.14 81.88％ 15,320.85 91.77％

上級財政① 4,477.93 4.18％ 2,130.83 3.18％ 2,347.10 10.04％ 0.00 0.00％

債券② 7,567.31 7.06％ 5,511.38 8.21％ 1,066.77 4.56％ 989.16 5.92％

その他③ 10,449.68 9.75％ 9,242.30 13.77％ 821.73 3.52％ 385.65 2.31％

合計 107,174.91 100.00％ 67,109.51 100.00％ 23,369.74 100.00％ 16,695.66 100.00％

出所：国家審計署「監査報告書」（2011）より作成
注：①上級財政は、上級政府財政による融資いう。
　　② 債券とは、中央政府が代行して発行した地方政府債券、政府系投資会社等が発行した企業債券等をいう。
　　③その他は、法人・個人等からの融資等。
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図８．地方政府債務の償還期限

出所：国家審計署「監査報告書」（2011）より作成
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表６．地方政府債務の資金利用状況（投資済みベース）

単位：億元

投資先
小計 政府借入金 政府保証債務 その他債務

債務残高 シェア 債務残高 シェア 債務残高 シェア 債務残高 シェア

都市整備 35,301.04 36.72％ 24,711.15 42.03％ 4,917.68 22.55％ 5,672.21 36.53％

交通運輸 23,924.46 24.89％ 8,717.74 14.83％ 10,769.62 49.39％ 4,437.10 28.58％

土地収用 10,208.83 10.62％ 9,380.69 15.95％ 556.99 2.55％ 271.15 1.75％

教育等及び保
障性住宅  9,169.02 9.54％ 4,374.67 7.43％ 1,318.02 6.04％ 3,476.33 22.39％

農林水利建設  4,584.10 4.77％ 3,273.78 5.57％ 874.53 4.01％ 435.79 2.81％

環境保護  2,733.15 2.84％ 1,932.03 3.29％ 403.72 1.85％ 397.40 2.56％

地方金融リス
ク回避  1,109.69 1.15％ 823.35 1.40％ 281.29 1.29％ 5.05 0.03％

工業  1,282.87 1.33％ 681.18 1.16％ 579.46 2.66％ 22.23 0.14％

エネルギー 241.39 0.25％ 44.78 0.08％ 189.91 0.87％ 6.70 0.04％

その他  7,575.89 7.89％ 4,858.12 8.26％ 1,915.40 8.79％ 802.37 5.17％

合計 96,130.44 100.00％ 58,797.49 100.00％ 21,806.62 100.00％ 15,526.33 100.00％

出所：国家審計署「監査報告書」（2011）より作成
備考： 土地収用とは、地方政府が農民等から土地をいったん買収してそれを整備することである。地方政府は、

将来にこれらの土地を工業用地や住宅地等として売却して収入を得る。
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して、保有する事業、土地使用権や財政資金な
どで出資して設立した法人である（図10、一般
的に各省・市・県の公共事業の資金融資のため
に設置された○○省・市・県を前面に名づけら
れる建設投資会社、建設開発会社、投資開発会
社、国有資産運営会社、国有資本経営管理中心、
交通投資会社等法人）。融資平台会社は、銀行
からの借入及び社債の発行によって資金を調達
してから、公共事業等に融資するという。こう
した公共事業の将来収益及び財政補助金等財政
資金で返済することと見込まれるが、公共事業
は、一般的に赤字事業が多く、加えて前述した
ように地方政府が恒常的に財政資金不足である
ため、融資平台会社が抱える債務は特に問題視
されている。

融資平台公司は、独立的な法人の性格を有し、
情報開示が不透明であり、かつ多数であること
から、地方政府債務に対して理解しがたい構造
になっている。2011年４月末に雲南省に属する
融資平台会社である雲南省公路開発投資会社
は、債権銀行６行に対し「今後利子のみを支払

い、元金の返済は行わない」と書面で通知した
ことに端を発した地方政府債務問題が表面化に
なってきた。後に雲南省政府は、介入して資本
金の増強等の措置によって当面銀行からの融資
が継続されて、債務の不履行が回避された。そ
れ以外上海市、陜西省の政府系投資会社も相次
ぎ返済延期や銀行からの融資停止等が報道さ
れ、いずれも地方政府が介入することによって
債務の不履行が回避されたが、融資平台会社に
係る債務問題は、一段に注目されてきた。
「監査報告書」（2011）によると2010年末時

点では、省・市・県レベル地方政府が有する融
資平台公司数は6,576社である。一部の融資平
台会社は、経営管理がずさんし、所有する公共
事業プロジェクト等の採算性が低くて、資本金
不 足 等 問 題 が あ る。 具 体 的 に、1,033社（ 約
15.7％）は、虚偽出資や無断資本の引き上げ等
の問題が存在し、それに関連する金額が約2,442
億元であり、さらに1,734社（約26.4％）は、実
際に赤字経営であると指摘した。

本節は、融資平台会社に関連する債務整理を

図９．地方政府債務の資金利用状況

出所：国家審計署「監査報告書」（2011）より作成
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中心とする地方政府債務の整理に関する政府の
政策の検討を試みたたうえで、地方政府債務等
を含んだ中国政府債務のリスクを分析する。

３-１　融資平台会社に関連する債務整理を中

心とする地方政府債務の整理

地方政府性債務問題は、注目されようになっ
てから、2010年６月10日に国務院（日本の内
閣に相当する）は、「関于加強地方政府融資平
台公司管理有関問題的通知」（地方政府融資平
台会社の管理強化に関する問題の通知） （国発

［2010］19号）を発表した。当該「通知」の主
要内容は、主に地方政府に対して融資平台会社
の整理、債務整理及び債務保証の禁止20等と要
求する一方、金融機関に対しても融資平台会社
への融資に係る管理を強化するように求めると
いう対策である。

上記の「通知」を受けて、同７月30日に財政
部、発展改革委員会、人民銀行及び銀行業監督
委員会は、共同に「関于貫徹国務院関于加強地

方政府融資平台公司管理有関問題的通知」（国
務院の「地方政府融資平台会社の管理強化に関
する問題の通知」を徹底的に執行することに関
する通知）（財予［2010］412号）を打ち出した。

これらの「通知」をきっかけに、地方政府が
融資平台会社を整理し始めると、同時に金融機
関が融資平台会社向けの融資管理も強化するこ
とは、本格的に開始した。

地方政府融資平台会社の整理と同時に、地方
政府債券発行について模索してきた。中国政府
は、これまでに中央政府の地方債の代理発行を
実施しているが、2011年10月に地方政府債券
発行いわゆる「地方債」の独自発行を試験的に
認めると発表した。対象となるのは、上海市、
浙江省、広東省、深圳市の４省レベル地方政府
だけである。地方債の独自発行は、単なる地方
政府の資金調達の多様化ではなく、最も地方政
府債務の情報開示を意味し、その透明性を高め
ることになる。

上海市は同年11月15日に中国で初めて地方

図10．地方政府融資平台公司の仕組み

出所：中国国務院「関于加強地方政府融資平台公司管理有関問題的通知」（地方政府融資平台会社の管理強化に
関する問題の通知）、各種公開資料等により作成
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債（総額71億元）を独自起債し、入札も順調に
行われ、３年物が3.1％、５年物が3.3％と同じ
期限の国債とほぼ同水準で発行した。その続き、
18日に広東省（総額69億元）、21日に浙江省（総
額67億元）も発行に踏み切った。

融資平台会社に関連する債務整理を中心とす
る地方政府債務の整理などは、順調に進んでい
ると中国の当局が示している。

一つとしては、中国の財政部（日本の財務省
に相当する）は、地方政府債務のリスクは、コ
ントロール可能という見解を示している。融資
平台会社の整理の進展により、財政部（の責任
者は、記者の質問に対して、地方政府債務につ
いて、一部の地域または業種の債務償還能力が
低いものの、全体的にコントロール可能という
見解を示した21。同報道によると、財政部は、
地方政府債務のうち、地方政府借入金対地方政
府総合財力22の比率が52.25％で、地方政府借入
金と地方政府保証債務の合計対地方政府総合財
力の比率が70.45％であるが、30年以上の累計
であって、経済発展によって地方政府の償還能
力が上昇しており、かつ地方政府が地方政府に
所属する国有企業や土地使用権など大量の資産
を有しているから、今後の新規地方政府債務を
しっかり管理すれば、地方政府債務リスクがコ
ントロールできると自信を示した。さらに地方
政府債務の債権者は、ほとんど国内機関及び個
人であるため、リスク性が低いこと、地方政府
債務の支出は、大半がインフラなど公共事業に
投資して道路、空港、鉄道などインフラの整備
が将来の経済成長の潜在能力を高めたと指摘し
た。

もう一つは、金融システムへの影響について、
中国人民銀行は、2011年６月に発表した「2010
年中国区域金融運行報告」には、地方政府融資
平台会社に関する債務問題に関して次のように
報告された。地方政府融資平台会社の債務残高
は、2009年の急増を経て、次第に落ち着いてお
り、大半の地方政府融資平台会社の金融機関か

らの借入額増加率が、前年の50％以上から20％
以下に低下した。これに対応して、「監査報告
書」（2011）は、地方政府性債務残高は、前年
比では2009年の61.9％から2010年に18.9％に低
下した（図２）。また、公益性が高い本来財政
がやるべく公共事業は、政府予算へシフトし、
これらに関連する融資平台会社が重点的に整理
されつつある。金融機関は、融資平台会社への
貸出についての管理が強化されており、これま
での貸出についても担保物等の確認等が進めら
れ、財政収入や土地使用権等の担保が財産担保
への切り替え作業も順調に行われている。これ
らの進展を踏まえて、当該報告は、「総じて、
地方政府融資平台会社の債務整理は順調に行わ
れている」と結論づけている。すなわち、上記
の「通知」を受けては、地方政府が行う融資平
台会社整理と金融機関が行う融資平台会社向け
融資の強化の効果といえよう。

地方政府債務の不良債権化の懸念について
も、中国銀行業監督委員会は、主要銀行17行に
対してストレステストを実施して、地方政府債
務の一部が不良債権になっても金融システムと
りわけ銀行セクターの健全性に大きく影響する
可能性が低いと報告した［中国銀行業監督委員
会、2011］。

中国における地方政府債務のリスクに関し
て、 ［IMF、2011］、 ［三浦祐介, 2011］等は、地
方政府債務が不良債権になった場合においても
金融システムとりわけ銀行セクターないしに中
国経済に大きな影響が及ぶ可能性が低いという
結論に至った。

３-２　中国における政府債務リスク

一国の財政健全度を評価する際には、特に世
界的に通用する基準はないものの、ユーロ圏の
通貨統合の条件であるマーストリヒト条約に示
される公的債務残高対GDP比が60％以下とい
う基準は、各研究論文によく引用されている。
これまでに中国における政府債務は、中央政府
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債務である国債だけが明らかになっており、
2010年年末の残高が約6.8兆元23であって、対
GDP比率が約16.8％である。当該比率をもって、
国際通貨基金（IMF）が公表した2010年度の
データを基に、主要国及び一部の新興国（主に
BRICS）及び今回の欧州債務問題の原因とされ
るギリシャ等の諸国と比較してみると、中国は
非常に低い水準であることが分かる（図11）。
しかしながら、今回公表された2010年年末の地
方政府債務残高約10.7兆元と合計して約17.5兆
元に達し、対GDP比が43.5％に跳ね上がる。そ
れ以外に本稿の検討対象外であるが、一般政府
債務としてカウントされる政策性銀行が発行し
た金融債残高（約5.1兆元）24、中央政府の構成
部門である鉄道部の債務残高（約1.9兆元）25等
を加算した場合、一般政府債務対GDP比は、約
61％に上昇する（図11）。

図11に 示 さ れ て い る よ う に、 リ ー マ ン・
ショックに端を発した世界的金融危機、経済対
策によって各国の政府債務は、主要国だけでは
なく、中国を含めて新興国においても同様に拡
大の傾向にある。前述のように中国における一
般政府債務対GDP比率は、すでにこの60％を
超えたが、平均では108％にも達した主要国（G
７）と比べれば、いまだに比較的に低い水準で
あるともいえるであろう。しかしながら、中国
における政府債務は、地方政府債務問題の浮上
によって、急速に増大してきていることに留意
すべきである。

さらに、前述のように今回の監査対象から外
された郷レベル政府は、実に4.5万もあり、財
政状況が最も困難と言われ、平均債務残高が県
レベル政府平均債務残高（約10.4億元）の５％
として試算した場合でもその債務額が約2.3兆

図11．中国における政府債務対GDP比及び国際比較

出所：国家審計署「監査報告書」（2011）、International Monetary Fund ［World Economic Outlook Database］
（September 2011）により作成

注：①中国以外の諸国は、International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011
により作成。

　　②中国について、左が2010年末における地方債務残高と国債の合計額、右が政策銀行金融債や鉄道部の債
務額を加えた額により作成する。
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元にもなるが、公表データがないため、図11に
は含まない。
［Carmen M.Reinhart, Kenneth S.Rogoff, 2010］

は、新興国24ヶ国の政府債務残高対GDP比と
経済成長率との関係について分析した。それに
よると、政府債務残高比率が30％以下、30−
60％及び90％以下の場合、平均経済成長率がそ
れぞれ4.3％、4.1％及び4.2％であるに対して、
同90％を超えた場合、平均経済成長率が1.0％
に低下する。また、政府債務残高比率が高いほ
ど、インフレ率が高い傾向にある。さらに政府
債務残高比率が90％以上の場合は、インフレの
中位数が16％までに高まるという数字を紹介し
ている。

前述のように地方政府債務、金融債等を含め
た中国における一般政府債務対GDP比は、す
でに60％を超えているため、中国政府は、地方
政府債務を含む政府債務問題に対して適切に取
り組む必要がある。そうでなければ、中国政府
債 務 は、 や が て90 ％ を 超 え る と 考 え ら れ、 

［Carmen M.Reinhart, Kenneth S.Rogoff, 2010］
の結論によれば、これまでに高い経済成長率を
維持してきた中国経済は、成長率が低下し、ハ
イパーインフレに直面する可能性が高まること
となる。 ［IMF, 2011］は、中国経済は、地方
政府債務問題だけでは、金融システムとりわけ
銀行セクターの安定性や経済成長に大きな影響
が及ぶ可能性は低いものの、不動産バブルの崩
壊や経済成長の低下等複数の経済リスクに直面
していると警鐘を鳴らしている。

また中国の地方政府債務の増大は、融資平台
等の地方政府融資受皿会社が銀行融資を受ける
ことによって、各種公共投資を行う財政による
銀行システムからの財政資金の調達の拡大を示
すものである。本来であれば、中長期の公共投
資は地方債券の発行をもって、長期債券市場か
ら調達すべきものであるが、地方政府の債券発
行が原則禁止されているという制約と中長期債
券市場が未整備であるという制度上の歪みか

ら、銀行融資に過度に依存する財政・金融構造
が出来上がっているのであり、このことが不良
債権のリスクを高めていることに留意する必要
である。

１．『日本経済新聞』2011年11月25日朝刊「市場、
ユーロ圏に不信」。

２．経済協力開発機構 （OECD） が2011年に11
月28日に発表した経済見通し Economic 
Outlook, No.90には、欧米諸国の財政再建
が経済成長の最大のリスクとして取り上げ
られた。

３．銀行業監督委員会は、2010年７月20日の
第三次経済金融形勢通報会議において、商
業銀行の同年６月末時点で地方政府融資平
台会社向けの貸出が7.66兆元であると発表
した。人民銀行が発表した「2010年区域金
融運行報告」では、2010年末時点の地方政
府融資平台会社向けの貸出が、人民元貸出
残高（同年約47兆元）の30％を超えていな
いとされており、計算すると約14兆元であ
ると推測される。しかし後に人民銀行のス
ポークスマンは、各区域ごとに同30％を超
えていないということから、単純に合算し
てはならないと発表した。

４．中国の経済専門雑誌『財経』の報道による
と、雲南省公路開発投資会社は、2011年４
月末に債権銀行６行に対し「今後利子のみ
を支払い、元金の返済は行わない」と書面
で通知した。後に雲南省政府が介入して資
本金の増強等を通じて当面銀行からの融資
が継続されて、債務の不履行が回避された。
それ以外でも上海市、陜西省の政府系投資
会社についても相次ぎ返済延期や銀行から
の融資停止等が報道され、いずれも地方政
府が介入して債務の不履行が回避されてい
る。

５．参考資料：「全国地方政府性債務審計結果」
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（審計署審計結果公告第35号）。
６．１元＝12円で換算する。
７．財政請負制とは，各地方政府基本的に省レ

ベル政府は中央政府との間に取り決めた財
政収入額（一定の固定額または財政収入の
一定の割合等で省ごとに異なる）を中央政
府に上納しまたは交付（相対的に経済発展
が遅れている等ため、中央政府から交付さ
れる必要となる場合、事前に取り決めた定
額の交付金で省ごとに異なる）されるであ
れば、残りが地方政府の自主財源または自
主調達になるという一種の地方財政の分権
である。

８．「中華人民共和国予算法」第８条、「国家実
行中央和地方分税制」（中央政府と地方政
府は分税制による）と定められる。

９．財政部は、1995年に「過渡期転移支付弁法」
（移行期における財政移転支出方法）を制
定したが、今現在、財政移転に関する法律
はいまだに制定されていない。

10．「中華人民共和国予算法」第28条、「地方
各級予算按照量入為出、収支平衡的原則編
制、不列赤字。除法律和国務院另有規定外、
地方政府不得発行地方政府債券」と規定さ
れている。

11．深圳市は、省レベル地方行政政府ではない
ものの、経済財政等に関して省レベル地方
政府と同様な権限をもつ五つの計画単列市
の一つである。注16を参照。

12．中国国家発展改革委員会のホームページに
よる。

13．中央政府の４兆元景気対策が発表されてか
ら、各地方政府は独自な景気対策を発表し、
これら地方政府の独自景気対策の投資額

（各省政府のホームページ）を合計すると
18兆元にも超えていると報道されている

（『財経』2009年１月）。
14．参考資料 ［中国国務院弁公庁, 2011年２月

13日］

15．計画単列市とは、日本の政令指定都市と相
当し、省レベル地方行政政府ではないもの
の、経済財政等に関して省レベル地方政府
と同様な権限をもつ地方主要都市をいう。
現在では、大連市、青島市、寧波市、厦門
市、深圳市という五つの計画単列市は存在
している。中国は、行政上省レベル地方行
政政府が34であるが、今回の監査では香港
とマカオを除くから、今回の監査対象とな
る省レベル地方政府は、31の省レベル地方
行政政府にこれを加えて36となる。

16．「中華人民共和国予算法」第２条第１項に
は、中国の政府予算は、中央、省レベル、
市レベル、県レベル、郷レベルの５級であ
ると定めている。

17．財政部（財務省に相当）の「国債資金の地
方政府への貸付に関する管理弁法」（1998）
によると、当該資金は、省級地方政府だけ
に貸し出し、農林水利や交通整備等の使用
に限定され、その元本及び利息は省級地方
政府が返済し、中央政府予算または財政赤
字として計上しない。

18．「地方政府債務監査報告署」（2011）は、
県レベル地方政府に属する雲南省盈江県に
ついては、地震のため、対象から除く。

19．『中国統計年鑑』（2011）に公表された各省・
市・自治区GDPを合計して計算したもの
であり、審計署が公表されたものではない。
なお、中国統計年鑑（2011）に公表された
各 省・ 市・ 自 治 区GDPの 合 計 は、 全 国
GDPを上回っているため、この数値から
全国の地方政府債務対GDP比を逆算した
場合は、前述した26.7％より低い結果にな
ることをご注意ください。

20．「中華人民共和国担保法」には、中央・地
方政府が財政収入等で担保することが無効
であると規定している。。

21．『中国財経報』2011年８月11日「有効防範
財政金融風険保持経済持続健康発展和社会
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穏定──財政部有関負責人就加強地方政府
性債務管理答記者問」（財政金融リスクを
コントロールして持続的かつ健全な経済発
展と社会安定を維持する──地方政府債務
の管理強化について財政部の責任者が記者
の質問への回答）。

22．地方政府総合財力とは、地方政府収入、財
政移転収入（日本の地方政府交付金に相当
する）、土地使用権売却収入、予算外収入
などの合計である。

23．『中国統計年鑑』（2011）によると、2010
年末の国債残高が６兆7,548億元である。

24．金融債とは、政策性銀行が発行した金融債
券という。金融債の残高は、中国中央債券
決 算 会 社 の H P （ h t t p ： / /
wwwchinabondcomcn）の公開情報による
ものである。政策性銀行とは、国家開発銀
行、中国農業発展銀行、中国輸出入銀行の
三大政策性銀行を指す。

25．鉄道部が債券発行にあたって発表した財務
報 告 書 に よ れ は、2008年、2009年、2010
年 の 負 債 額 が8,694億 元、13,034億 元、
18,918億元である。


