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第 401回 例会 

2022年 5月 11日 13:00～ 

■司 会 相京正子 例会・出席・親睦委員長 

■斉 唱 それでこそロータリー 

■出席報告 出席者数 16 名 / 27 名 

 出 席 率 59.00 % 

■ゲ ス ト 蒲郡信用金庫 国際部 部長 

安藤敏博 様 

■ビジター  

ニコボックス 

〇 菊地富士子 会長 

安藤様、お久しぶりです。本日は卓話宜しくお願

い致します。 

〇 山田智博 幹事 

安藤さま！お久しぶりです。卓話楽しみにしてお

ります。 

〇 安井忠 ロータリー財団委員長 

安藤さん、お久しぶりです。本日の講話楽しみに

しています。 

〇 加藤正広 副幹事 

安藤さん、お久しぶりです。お元気でしたか？今

日のお話楽しみにしています。 

〇 岡本聡哉 会計 

安藤さん、お忙しい中、卓話ありがとうございま

す。本日は宜しくお願い致します。 

〇 澤田直美 例会副委員長 

もうすぐ○○歳です。人生１００年時代、あと何年

楽しめるかしら？ 

５月度 誕生日お祝い 

17日 落合由理菜さん 25日 ボルジドさん 

18日 澤田直美さん   

会 長 挨 拶 

皆さんこんにちは。本日は第 401

回例会です。例会参加いただきあり

がとうございます。本日は親愛なる

旧友の安藤様にお越しいただき大

変うれしく思います。安藤様には、

大変興味深いここでしか聞けない

卓話をいただけること楽しみにして

おりますのでどうぞよろしくお願いし

ます。 

「ロータリーに入ろう」田中久夫様の著書をご紹介し

ます。田中様は高崎ロータリークラブの方で 2017-2018

年度 2840 地区ガバナーをされた方です。初心者向け

のロータリーの魅力のエキスをたっぷり含まれた本です。

会員の皆様には、ロータリーあるある、ロータリーのイロ

ハで物足りないかもしれません。本書の執筆にあたり、

良かった思い出、ツラかった思い出、楽しかったこと、

悔しかったこと、いろいろなことが思い出されました。「ロ

ータリーには大好きな仲間がいる。」「人生の目的を学

ぶことが出来る。」「ロータリーによって自分の人間的成

長がどこまで進展してきたのかを知ることが出来る。」と

おっしゃっておられます。ロータリーの教えに、「入りて

学び出でて奉仕せよ。」（Enter to learn and Go forth to 

Serve）があります。 

田中パストガバナー入会時のエピソードも綴られて

います。「誰でもはいれるクラブではない。選ばれた人

だけが入れるんだよ。会員の義務。例会出席すること。

会費を払うこと。機関誌を読むこと。活動は地域社会へ

の奉仕活動が中心です」。「色々なことが経験できるか

ら成人した大人としてクラブに参加することは意味のあ

ることだ。仕事ができる人は、慈善事業（奉仕）をするこ

とで社会に貢献しなければならない。君が一皮むける

チャンスだ。」また入会初日には「ロータリーに入ったら

返事はハイかイエスか喜んで」「名刺を箱で持ってきな

さい。」「伝統と格式のあるクラブに入れていただいて感

謝している。」と盛り込んで入会の挨拶をするようにと。 

ロータリークラブができて間もないころ、アメリカのある

記者はポールハリスに取材したのち次のように記事を

書きました。「最近巷に変なクラブができた。彼が組織し

た団体は奇妙なことに、会員はその団体から何も得な

いどころか、善を行うという特権を手に入れるために会

費まで払うのである。」 

人生の目的すなわち人が生きる意味。これまで多く

の先覚者たちがこれを説いてきました。新渡戸稲造や

内村鑑三といったクリスチャンが言う人生の目的は「品

格の完成」にあるという。仏教や真言宗の教えでは人生

の目的とは「心を磨くこと」だという。経営の神様と称さ

れる稲盛和夫氏はその著書のなかで、「心を磨き、魂を

高めること」であり、「それは生きる目的、人生の意義そ

のもの」だと言い切る。ロータリーではこれらと同義の自

分磨きの旅を経験することが出来る。そこに魅力がある

のだと思う。 

このご本のほんの一部をご紹介しました。職業奉仕 

国際奉仕 クリスマス家族例会など様々なことが書かれ
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ております。皆様もぜひ手に取ってお読みいただけれ

ばと思います。 

 

卓話 

【中国経済の留意点】 

蒲郡信用金庫 国際部 部長 安藤敏博 様 

皆様、ご無沙汰しております。蒲

郡信用金庫 国際部・部長の安藤

です。本日は、卓話にお招きいただ

きまして、ありがとうございました。 

名古屋アイリスロータリークラブで

は、今、岡本が大変お世話になって

おりまして、ありがとうございます。 

会場では、「安藤さん、しばらくですねー」と多くの方

にお声をかけていただきまして、このロータリークラブを

通じて、人とのつながりは深く、とても素晴らしいものだ

なーとしみじみ感じたところです。感謝申し上げます。 

さて、私は、現在、国際部という、輸出、輸入、海外

への進出、海外への販売拡大などを受け持つ貿易部

署を担当しています。信用中央金庫の海外駐在員は、

ニューヨーク、ロンドン、バンコク、シンガポール、香港、

上海にいまして、直接現地とWEBで情報交換をする機

会がございます。 

日本では、アメリカ、ヨーロッパの情報は入り易いと思

いますが、中国の情報はなかなか伝わらないこともある

のではないかと思いまして、今日は「中国経済の留意

点」と題して、中国で大きな変化が起こっていることに着

目して、お話ししたいと思います。 

本題に入る前に、先日、ロンドンの駐在員と話した中

で、イギリスではコロナ感染者は多いものの政府は一切

防止策を取らない。隔離指示などは全くなし。入国制

限も全くない。しかしワクチン証明がないとイギリス、フラ

ンス、ドイツ、イタリアなどは定食屋にも入れないそうで

す。 

現地にチェーン店の「丸亀うどん」が進出していて、

日本では 340 円のうどんメニューがイギリスでは 720 円

とのこと。ランチは 1,600～1,700 円が普通とのことでし

た。ガソリン価格は 1 リットル 240 円。電気代はここ 2 年

くらいで 50％高くなったそうです。子供が１１歳になるま

では、まず親が車で学校へ送迎するので、ガソリン価格

の高騰は一般家庭でも頭の痛いところだそうです。イギ

リスでは 11 歳以下の子供を、街で一人で遊ばせると違

法となるそうで、親の監督責任が問われるとのこと。公

園で子供たちだけで遊んでいることはないし、子供たち

だけで街に買い物に出かける姿も見ることはないそうで

す。自宅に一人で留守番させても「放置している」という

ことで場合によっては逮捕されることもあるそうです（子

供の監督に関してアメリカや他の国でも同様に対応す

る国があります）。日本はそこまではないなー、思ったと

ころです。 

このグラフは、四半期の GDP 伸び率の推移を 2019

年の 1-3 月期から表したものです。2020 年 1 月-3 月

期は、武漢での感染拡大期にあたり、GDP 伸び率は大

きくマイナス。その後、4-6 期には資本形成主導（公共

工事など）で回復を図ったことが窺えます。 

その後 2021 年には外需の支え、いわゆる世界中が

コロナで経済がストップする中、中国はいち早くコロナ

感染の拡大を抑え込み、経済立て直しに成功したとい

う感じです。 

 
この表は、IMF による GDP（国内総生産）の伸び率と

見通しをグラフ化したものです。世界 GDP ランキングは、

1 位アメリカ、2 位中国、3 位日本、4 位ドイツ、5 位イギ

リスとなっています。アメリカと中国の GDP 比較と伸び

率の予想から、中国がアメリカと肩を並べるのはいつ頃

と予想できるか？ 2030年前後と予想されています。 

このように、順調に経済成長を続けている中国です

が、何か留意することはないのだろうかという話が今日

の話のポイントとなります。 

 
この文面は、2021 年 8 月 17 日、中国の最高指導者

である習近平氏が講話した内容の一部です。キーワー

ドは「共同富裕を着実に推進する段階が到来している」

です。 

このグラフは、一人当たり GDP、一人当たり可処分所

得、各国ジニ係数をまとめたものです。中進国の仲間

入りとされる一人当たり GDP1 万ドル超えに関しては、
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中国は既に超えてきている。次に中央のグラフは一人

当たり可処分所得です。青のグラフが都市部、オレンジ

が農村部です、約 2.5 倍の所得格差が出ています。右

の表はジニ係数と言って、所得分布の均等度合いを表

す係数です。0～1 の間を取り、係数がゼロに近づくほ

ど所得格差が小さく、1 に近づくほど所得格差が拡大し

ていることを示します。表のとおり、中国ではこの表の他

国に対して格差が存在している状況と言えます。 

 
このグラフは、日本と中国の生産年齢人口動態を表

したものです。15 歳から 64 歳、つまり生産年齢人口が

総人口に占める割合をグラフ化したものです。中国は、

日本の 1990 年後半に相当している。中国は、既に生

産年齢人口は減少しており、今後も減少が継続する予

測です。日本における少子高齢化は、中国においても

同様な状況と言えます。 

このような中国の状況を踏まえて「共同富裕の目的」

「手段」は表の通りです。 

では、具体的な「政策」を見ていきましょう。左は教育

分野での政策変更、右は IT 分野です。民間で個別に

学習指導をしている全ての機関を非営利団体組織に

転換させるというもの。つまり、学習塾の運営で利益を

追求することを禁止した。中国の民間教育における経

済規模は 11 兆円超え、日本は 2.5 兆円、単純に日本

の 4.4 倍の規模を考えるとその損失規模は相当大きい。

わかり易くいうと、学習塾、家庭教師が一夜にして壊滅

状態に追い込まれた。失業者は 1,000 万人にも上ると

みられるとの報道もある。少子化の一因とされる家計の

教育費負担の軽減が狙いではあるものの、民間の教育

機関は甚大な打撃を受けこととなりそうです。 

中国の企業には具体的にどんなことが起こったのか

というと一例をあげると、中国の学習支援サービス企業

の大手、ニューヨーク証券取引所にも上場している「ニ

ループ」は、成人、子供、中学、高校生向けに英語とそ

の他の外国語訓練クラス、入試試験対策クラスなどの

運営、教材の開発や販売をしている会社です。この会

社が発表したのは、昨年一年間で 6万人の従業員を解

雇した。売り上げの 50％を占めている幼稚園児から中

学 3年生までの、家庭教師サービスを今後 1年で廃止

するとした。家計の重い教育費負担からの脱却の視点

からは、やらないといけないことではあると理解できるも

のの、足元では経済社会にマイナス面が大きいなと感

じるところです。 

 
このグラフは中国不動産業界市況を表したグラフで

す。不動産は日本の不動産バブル崩壊前の状況によ

く似ていると言われています。表のとおり、不動産価格

は 30 年間上昇を続けています。不動産（土地使用権）

の移転構造は、図の通りで、中国では個人で土地を所

有することはできません。土地のすべてを国家または、

農民が集団で所有しています。国民が購入しているの

は、建物とその土地の「使用権」です。 

例えば居住用は最高 70 年、工業用地は 50 年、商

業、観光は 40 年などと使用期間の最高年限が法律で

決められています。上海駐在員事務所の話によると、

上海の住宅は平均年収の 50 倍とも言われる。東京の

マンションの 12～13 倍の高価格です。とにかく都市部

の住宅価格は高い。これに対して、共同富裕の観点か

ら、この表のような政策を始めています。今後の不動産

の市況には注目が必要といえます。 

まとめとしては、 

①中国は、国内での厳戒態勢でいち早くコロナを乗り

切り、外需を活用しての経済立て直しに成功  

②一方で、これからは平等、公平の実現、すなわち「共

同富裕」がリスク要因に 

③「共同富裕」のための政策については、足元景気を

冷やす性質のものが多く、特に不動産をめぐる動きへ

注目  

④「共同富裕」の先送りが困難であるとすると、足元で

GDP押し下げ要因に 

 

近時の中国はどんな状況かといいますと 2022 年に

入り、オミクロン変異株の流入により、一部地域で比較

的大 規模な再流行が出現しています。自治体単位で

中国最大都市であり、世界最大の人口を誇る都市が上

海市です。この都市のロックダウンが 1 か月を超えてい

ます。報道にあるように市民が食料調達に苦慮している、

工場の操業停止、物流の停滞などから経済活動への

影響はかなりのものと考えられます。 

海上のコンテナ物流の正常化も一段と遠のいている。

上海の沖合では入港できず待機中の船舶が一時最大

１２０隻、通常の２倍まで増えた。上海港は世界の港湾

別コンテナ取扱量は首位。東京の９倍以上の規模。具

体例としては、上海市にはドイツフォルクスワーゲン、ア
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メリカのジェネラルモーターズの主力合弁会社やアメリ

カテスラの工場があり、稼働停止に追い込まれている。

豊田自動車の吉林省長春市もコロナ対策の影響で工

場が一時休止したとの報道もありました。自動車のサプ

ライチェーンの混乱もあり、営業できない自動車販売店

もあり、都市封鎖による影響は想像以上のようです。 

本日の話は以上とさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 


