
1. 土地使用の優遇政策
（１）建設用地の審査の効率化、経済建設のために良質
な用地サービスを提供
国務院に報告して許可を受ける必要がある建設用地

については、政府主管部門はその用地審査許可段階で

主に土地利用の全体計画と年度土地利用計画に合致し

ているか否か、耕地の占用と補償のバランスがとれて

いるか否か、土地収用の補償ができているか否かを審

査するものとする。許可申請資料は審査の内容に基づ

き相応に簡素化することができる。土地収用の補償配

置は「土地管理法」等の法律規定に合致し、適切に農

民の利益を保護するものでなければならない。

国が許可したインフラプロジェクトの規制的工事に

ついては、省級の国土資源主管部門が国土資源部に報

告し同意を経た上で、優先的に土地を利用することが

できる。土地利用全体計画で確定されている都市建設

用地の範囲内の改造プロジェクトについては、優先的

に用地手続を行うものとする。重要インフラと重点プ

ロジェクトについては、単独の許可申請により土地利

用ができる。単独で選定される重点建設プロジェクト

用地で、耕地の補充が必要な場合は、審査許可済み耕

地補充プランに基づき用地の占用と耕地の補充を同時

に進める。
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中国東北三省の旧工業基地振興策
鉱害防止支援業務グループ　企画チームリーダー　

osame-atsushi@jogmec.go.jp 納　　篤
（前：北京事務所長）

はじめに
中国政府は中西部地域大開発政策とともに、2004 年より進めている中国東北三省（遼寧省、吉林省、黒竜江省）の

旧工業基地振政策を実施しており、国家発展改革委員会はその政策効果が 2004 年より順調に進んでいると公表して

いる。一方で、東北三省の改革、発展、安定が新たな進展の出現、すなわち雇用や停滞した都市からの脱却、不良債

権処理といった東北経済の発展を阻害する一連の構造的、体制的諸問題はなお解決されていないのが現状である。中

国政府は、東北旧工業基地振興のための企業税優遇政策として、固定資産の減価償却率の引き上げ、無形資産の償却

年限の短縮、賃金税計算の税引き前控除基準の引き上げ、増値税率の低減等を実施しているところである。

一方、中国東北地域は国有大型非鉄企業である葫芦島鉛亜鉛製錬所や非鉄関連企業があり、また鉛、亜鉛、モリブ

デン、ニッケル等の鉱物資源のポテンシャルも比較的高い。鉱物資源面でも中国政府の優遇政策は進められており、

東北三省の旧工業基地振興策としてどのような位置付けとなっているか、興味深いところである。現在鉱物資源政策

に関する極めて重要な「東北地区旧工業基地の土地と鉱産資源に関する若干の政策」という通達が国土資源部、国務

院東北振興室より出されており、これを紹介するとともに各省ごとに出されている鉱産資源管理条例を紹介する。関

係各位の参考となれば幸いである。

「東北地区旧工業基地土地和鉱産資源若干政策」に関する通達
国土資発［2005］91 号

遼寧省、吉林省、黒竜江省人民政府

東北地域等の旧工業基地振興政策は、党中央、国務院が全面的に小康社会を建設するという大局的見地から実施さ

れる重要な戦略的政策であり、極めて重要な経済的意義及び政治的意義を持つものである。中国政府は東北地区への

重点的支援を更に体現するために、国土資源部と国務院東北振興弁公室が共同で東北地区旧工業基地の土地及び鉱産

資源振興に関する若干の政策措施を制定し、ここに印刷公布する。真剣に執行されたい。

東北地区旧工業基地の土地及び鉱産資源に関する若干の政策

土地及び鉱産資源は東北地区旧工業基地振興のための重要な物質的基盤であり、「中共中央、国務院、東北地区

等旧工業基地振興戦略の実施に関する若干の意見」（中発［2003］11 号）の精神に基づき、合理的かつ効率よく東

北地区の土地と鉱産資源を利用し、東北地区旧工業基地の振興をより実施しやすくすることを目的に以下の若干の

意見を提出する。



（２）土地利用政策への支援強化、国有企業の改革・発
展の促進
国有企業が法に基づき使用し分配されている土地は、

用途の変更がなければ、国有企業の改革前と同様、引

き続き分配方式で使用することができる。改革後の企

業用地が「分配用地目録」に合致している場合は、分

配方式のままで使用することができる。「分配用地目録」

に合致していない場合は、産業の性質、企業類型及び

改革のニーズに基づき、許可を受けた上で譲渡・リー

ス・価格付けによる出資（株式参加）等の方法により、

企業が使用している分配土地資産を合理的に処分する

ことができる。

企業が使用している元から分配されている土地の用

途を変更する必要が有る場合は、法に基づき許可手続

を行わなければならない。変更後の用途が「分配用地

目録」に合致している場合は、その後も引き続き分配

方式で使用することができる。「分配用地目録」に合致

していない場合は、法に基づき有償用地の手続を行わ

なければならない。

（３）土地整理及び再造成、生産と生活の回復に必要な
条件の決定
土地開発整理計画を強力に実施し、土地整理と再造

成にさらに力を入れる。「土地開発整理業務の強化及び

改善に関する通達」（国土資発［2005］29 号）に従い、

重大土地開発整理プロジェクトの実施に合わせ、政府

の投資による土地開発整理プロジェクトを計画するに

当たっては、優先的に東北地区旧工業基地の土地再造

成プロジェクトを考慮する。東北地区旧工業基地の石

炭採掘による陥没地を土地再造成の重点地域とする。

陥没地における従業員の移住と住宅用地の手配につい

ては、許可を経て分配方式で提供することができる。

今後も引き続き土地再造成プロジェクトを通して石炭

採掘による陥没地の経済転換型のテストケースを支援

する。地方が石炭採掘による陥没地の再造成を実施す

る場合は、より多くの技術支援を行う。

（４）安定した土地政策の実施、生態系保全の促進
生態系の改善と環境保全を東北地区旧工業基地振興

の主な内容として、「生態省」設置を促進する。荒山・

荒地に木と草を植えて生態環境を改善する。造林や植

栽を実施した者が土地使用権と林草所有権を所有する

ものとする。国有の荒山、荒地等の未利用地を法に基

づき政府関係機関または個人に払い下げ、造林、植栽

する等の生態系保全を行う場合、土地使用権の払い下

げ期限を最高 50 年とする。土地使用年限内であれば、

土地使用権は法に基づき譲渡・賃貸・抵当とすること

ができる。土地使用権の期限が満了した場合は、法に

基づき期限の延長を申請することができる。農村が共

同で所有する荒山・荒地等の未利用地に対し造林、植

栽を実施する等の生態系保全を実施する場合は、法に

基づき請負や競売等の方法で土地使用権を取得するこ

とができる。土地使用年限内であれば、土地使用権は

法に基づき継承・譲渡（賃貸）・抵当とすることができ

る。法に基づき取得した土地使用権と抵当権について

は、速やかに土地登記手続を行うものとする。鉱山の

環境保全と土地再造成約定履行保証金制度の確立を奨

励する。「整備した者が利益を得る」という原則に従い、

企業及び個人経営者が投資して整備・回復した鉱山跡

地については、許可を経て法に基づき整備機関または

個人の使用に供することができる。

2. 鉱産資源優遇政策の実行
（１）地質探査の強化による持続可能な発展
市場の需要と資源ポテンシャルのある東北地区の旧

鉱山周辺及び深部資源調査と周辺探査を奨励し、資源

確保に努める。新たな資源の発見を奨励し、新規鉱業

企業を創設するための資源ポテンシャルの保証を目指

す。東北地区旧工業基地の有望資源探査地区選定業務

を重点的に進め、鉱物資源の将来的な採掘が見込める

エリアを提示し、深部の探査を展開する。石油・天然

ガス・鉄・非鉄金属等の重要鉱物のポテンシャル評価

を強化する。

東北地区等の旧工業基地における鉱物資源備蓄量の

動態観測制度の構築を支援し、優先的に関連のテスト

ケースを計画する。優先的に東北地区旧工業基地の鉱

山開発環境調査評価業務を実施し、鉱山開発における

生態環境に対するモニタリングを強化し、鉱山開発時

の生態環境保護と回復整備計画を策定する。東北地区

等旧工業基地の地質環境を優先的に評価し、モデル事

業的意味合いのある地質公園の建設を奨励する。

（２）市場意識の強化、鉱業権の体制改革の強化
鉱山の探査権と採掘権についての行政審査許可制度

の改革を更に進め、探査権と採掘権の入札・競売によ

る譲渡を進める。国が探査を行い、更なる探査が進め

られているもの、または採掘可能であることが明らか

になっているもの、探査権と採掘権が消滅した鉱山、

国土資源行政主管部門が既にリスク探査が必要ないと

判断したもの、追加の探査をせず直接採掘できる鉱山

については、入札・競売によって探査権と採掘権を付

与する。

企業と探査機関が鉱山の探査権と採掘権に価格を付

けて上場による資金調達に参加したり、提携・合弁・

価格付けによる譲渡を行うことを支持する。鉱物の探

査企業と開発企業が上場して株式や債権等を発行して

資金調達することを奨励指導する。合弁または提携方

式で外資と提携することを奨励し、鉱業の投資及び資

金調達メカニズムを健全なものにし、プロジェクトの

審査許可手続を簡便化する。

（３）政策支援強化と鉱業企業の発展促進
国が既に徴収した鉱山探査権と鉱山採掘権の代金及

び使用費は、優先的に東北地区旧工業基地の鉱山環境
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整備と国家級地質鉱床の保護に使用する。

国有鉱業企業は坑道閉鎖の 3 年前に、法に依り鉱山

資源補償費の免除を申請することができる。国有鉱業

企業の制度改革と再編に当たっては、法に依り残りの

鉱山資源を処分することができる。評価と価格付けが

終了した後は、制度改革後の企業に優先的に有償で資

源の一部を保留させるか、または国家資本金として制

度改革後の企業に注入する。

以下の条件のいずれかに合致している場合、許可を

経た上で国が出資した探査により形成された鉱山の探

査権・採掘権代金は、一部または全額を国有鉱業企業

または国有地質探査機関の国家資本として転換するこ

とができる。

①石油・天然ガス・石炭・石炭層ガス・オイルシェ

ール・鉄・マンガン・銅・鉛・亜鉛・カリウム

塩・地熱等の鉱物資源及び地方の優位性がある資

源を探査もしくは採掘する場合。

②国有大中型鉱業企業が資源枯渇したことで代替資

源を探査開発する場合。

③国有鉱業企業が許可を経て株式制に改めるか、ま

たは対外提携/合弁経営を実施するに当たり、国有

資本の保有機関が鉱山の探査権と採掘権の価格付

けをして株式参入する場合。

④国有鉱山企業が制度改革される場合。

（４）鉱物資源探査・開発政策の実施、鉱山開発の発展
の促進
3 回目の石油採掘と炭鉱の旧坑道を石炭層ガスの採

掘に利用する場合、採掘権使用費は免除される。低浸

透のビスカスオイルを採掘する場合、採掘権使用費は

50 ％減額することができる。 東北地区から徴収した鉱

物資源補償費のうちの中央政府分については、主に東

北地区旧工業基地の地質探査と資源評価プロジェクト

に充当する。

東北地区旧工業基地の鉱物資源の探査と採掘が下記

の条件のいずれかに合致している場合は、探査権と採

掘権の代金の減額または免除を申請することができる。

①石油・天然ガス・石炭・石炭層ガス・オイルシェ

ール・鉄・マンガン・銅・鉛・亜鉛・カリウム

塩・地熱等の鉱物資源及び地方の優位性がある鉱

物資源を探査または採掘する場合。

②大中型の鉱業企業が代替資源を探すために申請し

た探査開発の場合。

③品位が低く、選鉱や精錬が困難な鉱物、または旧

鉱山地区の残鉱・尾鉱の探査開発する場合。

④政府主管部門が認定する場合。

鉱物の探査権使用料は探査の 1 年目は納付が免除さ

れ、2 年目から 3 年目の探査年度は 50 ％、4 年目から

7 年目については 25 ％減額される。採鉱権使用料につ

いては、鉱山の基礎建設期間と操業開始 1 年目は納付

が免除され、2 年目から 3 年目の探査年度については

50 ％減額される。4 年目から 7 年目の実施調査年度に

ついては 25 ％減額され、閉山の当年は納付が免除され

る。

（５）地質資料・情報・技術の社会サービス化の加速
東北地区旧工業基地の地質資料の提供・保管・利用

面の管理を強化し、地質資料の社会的な共有を実現し

て積極的に地質資料の社会サービス化を進める。地質

資料の二次利用を行い、東北地区旧工業基地鉱物資源

の探査及び開発活動を促進し、鉱山探査権・採鉱権市

場に供する。また、海外鉱物資源を開発利用するため

の支援システムを構築し、国内企業に海外鉱業投資情

報サービスを提供し、周辺国との提携・合弁・共同経

営による鉱産資源の探査と開発を支援する。

今回紹介した中国東北三省（遼寧省、吉林省、黒竜

江省）の鉱産資源管理条例は「バーチャル金属資源情

報センター」の国別レポートにて公開しております。

http://www.jogmec.go.jp/mric_web/report/china/chi-

naindex.html

（2006.9.25）
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