
中国経済週報（2018.12.27～2019.1.9） 

 
在中国日本大使館経済部 

 

１．習近平国家主席による新年祝辞（経済関係）        

●12月 31日、習近平・国家主席は、2019年の新年の祝辞を発表。冒頭、「2018年に

我々は充実した時を過ごし、揺るぎない歩みをすすめた」と述べ、様々な試練に打ち勝

ち、質の高い経済発展及び成長の原動力の転換を推進したことにより、経済運営は適正

レベルを維持しているとした。また、民生の改善、京津冀共同発展などの国家戦略の着

実な実施、貧困脱却等に成果があり、「中国製造、中国創造、中国建設が共に注力し、

引き続き中国の様相を変えた」とし、各分野の従事者に対するねぎらいの言葉を述べた。 

●習主席はまた、「2019 年に我々は中華人民共和国の 70回目の誕生日を盛大に祝う」、

「2019年は、チャンスもあれば試練もあり、皆で共に頑張り奮闘しなくてはならない」

と述べ、企業支援、人材活用、農村貧困脱却等について言及した。 

２．金融関連：中国人民銀行による預金準備率引下げ等      

●1月 4日、中国人民銀行は 2019年 1月 15日と 1月 25日の 2回に分けて 0.5％ずつ預

金準備率を引下げ、合計 1％の引下げを行うことを公表。同時に、2019年第 1四半期に

満期を迎える中期貸出ファシリティ（MLF）を再延長しないことから、最終的にネット

で開放される長期資金は約 8,000億元となる。なお、今回の引下げで大手銀行の預金

準備率は 13.5％になる。今回の預金準備率引下げの目的は、今年の春節（旧正月 2/5

～）前の流動性変動に対応し、金融機関による中小零細企業・民営企業に対する支援度

合いを高めること。また、中国人民銀行は、今回の預金準備率引下げは方向性の調整

を目的としたものであり、穏健な金融政策を行う方向に変更は無い、とのコメントを

発表。なお、温彬・中国民生銀行 首席研究員は、今後四半期ごとの預金準備率引下げ

がありうると新聞のインタビューに答えている。 

●また、1月 4日、李克強・国務院総理と劉鶴・副総理が中国 3大銀行（中国銀行・建

設銀行・工商銀行）を訪問するとともに座談会を開催したことが公表され、「さらなる

減税と行政費用の削減を行い、預金準備率引下げの政策ツールを良く運用して、中小

零細企業・民営企業向け融資を支援する」との李総理の発言が伝えられた。さらに、1

月 5日、潘功勝・人民銀行副総裁（兼 国家外貨管理局局長）が中国銀行間市場取引協

会（NAFMII）を訪問し、債券市場による資金調達機能の更なる発揮、債券市場の対外開

放水準の向上等を通じた実体経済の成長への支援等が議論された。 

●これらに先立ち、1月 2日、中国人民銀行は、中小零細企業等への金融包摂向け貸出

における預金準備率引下げの対象基準を緩和し、1取引先当たり 500万元未満から

1,000万元未満に拡大。より幅広い貸出対象が預金準備率引下げの適用となる。  



３．国務院が「河北省雄安新区全体計画」意見付回答書を発表    

●1月 2日、国務院は「河北省雄安新区全体計画（2018－2035 年）」（以下、全体計

画）意見付回答書を発表し、全体計画を概ね承認するとしたうえで、国務院から全体計

画に対して意見を提示した。その主要な内容は以下のとおり。 

（1）北京の首都機能の分散という役割を請け負うこと 

（2）国土開発保護のあり方を最適化し、美しい生態環境を構築すること 

（3）都市と農村の融合的発展を推進すること 

（4）現代的な総合交通システムを構築すること 

（5）緑の低炭素シティ、国際的に一流のイノベーションシティ、スマートシティを建

設すること 

（6）全体計画の組織を強化（京津冀協同発展指導グループが統括的指導）すること 

（7）国家発展改革委、京津冀協同発展指導グループが協調し、全体計画を指導するこ

と 

（8）各関連部門・単位、北京市・天津市等が積極的に雄安新区計画建設を支援するこ

と 

●1月 3日、上記全体計画の回答書と関連する動きとして、中国共産党中央委員会と国

務院は「北京副都心規制詳細計画（市街地レベル）（2016年－2035年）に関する国務

院の回答」を発表。そこで出された主な意見は以下のとおり。 

（1）北京副都心と雄安新区の建設により、北京の新たな両翼を形成 （2）都市の規模

を厳格に抑制（3）首都機能の分散という役割を請け負うこと（4）水と都市の融合等の

特色を打ち出すこと（5）副都心と河北省廊坊市北三県との共同発展を推進 

４．「嫦娥 4号」が人類初の月の裏側への着陸に成功       

●1月 3日午前 10時 26分（中国時間）、中国の月探査機「嫦娥 4号」が月の裏側に着

陸し、人類初の月の裏側への探査機軟着陸に成功した。昨年に別に打ち上げた中継衛

星を活用して探査機との通信を行い、「嫦娥 4号」が撮影したとする月の裏側の画像が

公開されるとともに、今後は搭載した探査車を走らせて月の表面の地質等を調べると

している。 

  



５．米中経済貿易関係                          

習近平主席とトランプ大統領が電話会談 

●12月 29日、外交部発表によると、習近平主席は、トランプ・米大統領と電話会談を

行い、双方は新年の祝意を述べた。習主席は、ブエノスアイレス・サミット時の首脳会

談における合意事項の実現に向け、現在、両国経済チームが協議を行っていることにつ

いて、早期に合意に達することを期待すると表明した。 

●同日、トランプ大統領はツイッターに、「習主席と長く、非常に良好な電話をした。

取引は順調だ」、「成立すれば、あらゆる分野や争点を網羅した非常に包括的なものに

なる。大きく前進している！」と投稿した。 

米中次官級通商協議を北京で実施 

●1月 7-9日、北京にて米中の次官級通商協議が開催された。中国側は、王受文・商務

部副部長兼国際貿易交渉副代表らが、米国側はゲリッシュ・米通商代表部（USTR）次席

代表ほか財務、農務、エネルギー等各省の次官らが協議に出席した。 

●9日の協議終了後、USTRは声明を発表。「公正、互恵的かつ均衡の取れた両国の貿易

関係を達成する方策」及び「完全な履行を実現する合意の必要性」を議論したと述べた。

また、協議は「中国が大量の農産品やエネルギー、工業製品及びその他の製品とサービ

スを米国から購入するという中国の約束にも焦点を当てた」と明らかにした。 

●一方、中国商務部は 10日に声明を発表。双方は、「共に関心を有する貿易問題と構

造的問題について広く、深く、精緻な交流を行い、相互理解を増進し、互いに関心のあ

る問題を解決するための基礎を築いた」と表明したものの、詳細には触れなかった。 

中国が米国産コメの輸入を許可 

●12月 27日、海関総署は、米国産のコメの輸入について、「中国の関連法及び米中双

方が署名した米国産コメの対中輸出に関する植物衛生要求議定書に基づき、米国産コメ

の対中輸出を許可する。米国の対中輸出米は，『米国産コメ検査・検疫要求』に適合し

なければならない」との公告を発表した。当該公告は 27日より実施となる。中国が米

国産コメを輸入するのは今回が初めてとなる。 

  



６．各種統計の公表                      

●12月製造業 PMI(NBS) ～ 前月比 0.6ポイント減（12月 31日国家統計局発表） 

 

 

 

 

 

●12月製造業 PMI(財新) ～ 前月比 0.5ポイント減（1月 2日財新発表） 

 

 

 

 

●物価～CPIは前年同月比 1.9％上昇、PPIは同 0.9％上昇（1月 10日 国家統計局発表） 

 

 

 

 

  

12月製造業 PMI（NBS） 

指数 
全体 大企業 中企業 小企業 

49.4 50.1 48.4 48.6 

前月からの変化(pt) ▲0.6 ▲0.5 ▲0.7 ▲0.6 

 

12月製造業 PMI（財新） 

指数 49.7 

前月からの変化(pt) ▲0.5 

 

 CPI（消費者物価指数） PPI（工業生産者物価指数） 

前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

12月 1.9 ▲0.3 0.9 ▲1.8 

 



■ ：日本関連記事 

1.概況・マクロ経済政策 

□12月 29日、全国政治協商会議は北京にて新年の茶話会を開催、習近平・国家主席が重要講話を行

い、2019年は新中国成立 70周年であり、小康社会の全面的な実現の勝敗を決めるカギとなる年であ

ると述べた。（12/29新華社） 

□12月 31日、習近平国家主席は、2019年の新年の祝辞を発表。2018年を「充実し、揺るぎなく歩

んできた」1年とし、質の高い経済発展、民生の改善、国家戦略の着実な実施等に成果があったと述

べた。2019年は「中国建国 70周年を盛大に祝う」年で，「チャンスもあり試練もあるが、皆で共に

頑張り奮闘しなくてはならない」と述べた。（1/1人民日報ｐ１） 

□1月 2日、李克強・国務院総理は国務院常務会議を招集し、国際的先進水準に合わせた総合保税区の

グレードアップを促進するための手配を行ったほか、利便化改革措置を打ち出し、企業から強く指摘

されている「登録抹消難問題」を解決することを決定した。（1/3人民日報ｐ1） 

□１月７日、中国共産党中央政治局常務委員会は会議を開催。全人代常務委員会、国務院、全国政

治協商会議、最高人民法院、最高人民検察院の各党組織の業務報告及び中央書記処の業務報告を聴

取した。（1/8人民日報ｐ1） 

□国務院は 12月 27日、「北京副都心コントロール詳細計画（市街地レベル）（2016年～2035年）に関する

国務院の回答」を発表し、「河北雄安新区」との関係を円滑に処置し、人口・用地・建築規模を厳格に抑える

よう求めた。（1/4人民日報ｐ1） 

□中国国務院は1月2日、「河北省雄安新区の全体計画（2018～2035 年）」を原則的に承認するとの

回答書を発表した。（1/2新華社） 

□中国の最高人民法院の知的財産権法廷が 1月 1日、正式に業務を開始した。（1/3人民日報ｐ11） 

 

2.財政 

□中国の 2019年の財政運営を話し合う全国財政工作会議が 27-28日に北京で開かれ、財政部の 2019

年の 10項目の重点取り組みとして、地方政府特別債券を大幅に増やし、地方政府の潜在債務を厳格

に抑制し、財政金融リスクを有効に防ぎ、解消すること、3 大堅塁攻略戦を引き続き支持すること、

特に不足部分・弱い部分に焦点を絞り、製造業、民営経済、中小企業などの発展を力強く支援し経

済のタイプ転換・高度化を推進すること等が明確化された。（12/28財政部 HP） 

□中国人民銀行（中央銀行）が７日発表した2018年12月末の外貨準備高は３兆727億1,200万米ドル

で、前月末から110億1,500万米ドル増加、２カ月連続の増加となった。 

 

3.金融・為替 

□中国人民銀行（中央銀行）は4日、金融機関から強制的に預金の一部を預かる預金準備率を１ポイ

ント引き下げると発表、これにより市場に長期資金約8,000 億元が供給され、小規模零細企業や民

間企業等実体経済への融資の原資増加に有効となるとした。（1/4新華社） 

□李克強・国務院総理は 4日、中国銀行、中国工商銀行、中国建設銀行を視察し、金融による実体経済へ

の支援強化を改めて強調した。（1/5人民日報ｐ1） 

□中国人民銀行は2日、2019年から小・零細企業向け融資の対象基準を調整し、適用対象となる企業の与

信額を 500万元未満から 1,000万元未満へと引き上げると発表した。（1/4国際商報ｐ1） 



 

4.貿易・海外直接投資 

□12月 27日、高峰・商務部報道官は 2018年 1-11月のサービス貿易総額は 4兆 7,413億 5,000万元で、

前年同期より 11.5％増加したと発表した。（1/2経済日報ｐ9） 

□12月 27日、中国海関総署は、米国産コメの輸入についての公告を発表、「中国の関連法及び米中双方

が署名した米国産コメの対中輸出に関する植物衛生要求議定書に基づき、米国産コメの対中輸出を許可

する」とした。当該公告は 27日より実施となる。（12/27海関総署 HP） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□国家映画局によると、2018年の映画興行収入は前年比 9.06％増の 609億 7,600万元に達し、うち、国産

映画の興行収入は 378億 9,700万元で、前年比 25.89％増加、市場シェア率は 62.15％になった。（1/4経

済日報ｐ7） 

□2019年全国郵政管理工作会議によると、2018年の郵政業の生産高は1兆2,300億元、前年同期比26％

増加する見込み。うち業務収入は前年比 18.81％増の 7,870 億元、うち宅配便取扱件数が 505 億件で、前

年比 25.8％増加した。（1/4人民日報ｐ12） 

 

6.農業・農村 

□12月 28日-29日、2019年の三農（農業、農村、農民）政策等の重点課題について話し合う中央農村工

作会議が北京で開催。会議では、習近平国家主席が重要指示を出し、李克強総理が意見を述べ、胡春華

副総理、党中央政治局委員が講演を行った。会議では、①2018 年は、十九大の精神を全面的に貫徹する

ためのスタートの年であり、貧困脱却の攻略戦に勝つための三年間行動が順調にスタートしたこと、②

貧困脱却攻略戦での勝利は、全面的な小康社会完成における最低任務であること、③「三農」業務に対

する党の全面的指導の強化、農業農村を優先的に発展させること、等が指摘・強調された。（12/29農業

農村部 HP） 

 

7.科学技術・イノベーション 

□中国の月探査機「嫦娥 4 号」が 3 日午前 10 時 26 分、月裏側に着陸し、人類初の月裏側への探査機軟

着陸に成功した。（1/4人民日報ｐ1） 

  

8.主要国との経済関係 

□12月 29日、外交部発表によると、習近平・国家主席は、トランプ・米大統領と電話会談を行い、双方は新

年の祝意を述べた。また、現在、ブエノスアイレス・サミット時の首脳会談での合意事項の実行に向けて、両

国経済チームが協議を行っていることへの期待を表明した。（12/30外交部 HP） 

□1月 1日、習近平・国家主席とトランプ・米大統領は、米中国交正常化 40周年を祝う書簡を交換した。

（1/1人民日報 p1） 

□１月 4日、商務部は米中次官級の通商協議を 7-8日に北京で行うと発表。（1/4商務部 HP） 

※本紙の出典は『人民日報』、『経済日報』、『国際商報』、『中国経済時報』、『China Daily』他。 


