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中国経済週報（2019.2.21～2.28） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

１．「中央一号文件」関連                             

2019年の「中央一号文件」の公布 

●19日、中央一号文件(「中国共産党中央委員会と国務院の農業・農村の優先的発展と

「三農」取組の適切な実施に関する若干意見」）が発表された。中央一号文件は、中国

共産党中央と国務院が連名で発出する文書通知のうち、その年の第一号であり、2004

年以降 16年連続で三農問題が主題。 

●文件では、「今年と来年の二年は小康(ややゆとりのある)社会の全面的完成を決定す

る時期で、三農(農業・農民・農村)分野では達成すべき絶対的任務が多く、三農問題の

解決を全党の取組の重点中の重点とする」と明記された。具体的項目は以下のとおり。 

(1) 貧困脱却の堅塁攻略の戦いに勝利すること 

(2) 農業基盤を固め、重要農産物の有効供給を保障 

(3) 郷村建設を着実に推進し、農村の居住環境・公共サービス不足の補充を加速 

(4) 郷村産業の発展・強大化を図り、農民の増収の道を拡大 

(5) 農村改革を全面的に深め、郷村の発展活力を喚起 

(6) 郷村ガバナンスの仕組みを整え、農村社会の調和・安定を維持 

(7) 農村党支部の戦闘堡塁の役割を発揮させ、農村末端組織建設を全面的に強化 

(8) 三農の取組に対する党の指導を強化し、農業・農村の優先的発展の方針を実行 

中国農村部の貧困人口が減少 

●20日の国務院弁公室の記者会見によると、2018年､中国農村部の貧困人口は 1,386万

人減少し、同年末で 1660万人となった（各年で貧困人口を 1000万人減少させる目標を

6年連続で達成）。 
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２．党中央政治局会議関連                             

●22日、習近平・中共中央総書記、国家主席の主宰により、中国共産党中央政治局会

議が開催。第 13回全国人民代表大会第二次会議における審議のため国務院が提出予定

である今年の政府活動報告案を討議し、「2018年中央視察工作指導小組の重点工作状

況に関する報告」、「貧困脱却攻略特別視察状況に関する総合報告」、「党・政府機関

の指導幹部の審査工作条例」を審議した。 

●同日午後、金融サービスの改善・金融リスクの防止に関する政治局第 13回集団学習

会が開催。習主席は、「金融のサプライサイドの構造改革を深化させ、好調で安定的な

成長とリスク防止の関係のバランスをとること」「（中小零細企業等への支援等、）金

融が実体経済に貢献する能力を増強させること」等を講話した。習主席による金融リス

ク等に関する講話は 2017年 4月、同年 7月以来のもの。このほか、謝多・シルクロー

ド基金有限責任公司党委書記兼董事長が、この問題に関する講演と意見・提言を行った。 

３．国務院常務会議が開催                             

●20日、李克強・国務院総理は国務院常務会議を開催。会議の内容は以下のとおり。 

（1）企業に関わる法規・規則や規範文書を定める際、関連企業・業界団体の意見を必

ず聴取し、政府の政策決定がより一層実態と民意に添ったものになるようにすること

を要求 

(2) 一部行政許可事項の廃止・委譲、全国で建設事業の許認可制度の改革を決定 

（3）家事代行サービスの供給拡大と質的向上を推進し、内需拡大・民生優先を図るこ

とについての手配を実施 

●また、会議の中で李総理は「穏健な金融政策に変更は無く、決してジャブジャブには

しない」、「預金準備率引下げの公表が出た後、社会融資総量の上昇規模が比較的大き

く、（中略）その主要な部分は手形融資・短期貸出の上昇が比較的速くなっている。こ

れは、“利ざやの鞘抜き”や資金の“空回し”等の行為を産み出す可能性があるだけで

なく、新たな潜在的リスクをもたらす可能性がある」と指摘した。 

●これに関して、金融時報（人民銀行系新聞）は、中央銀行担当者のインタビューを掲

載。「2019年１月の社会融資規模増加は、①年初という季節性要素による増加、②債

券による資金調達の増加、③手形融資等の増加」と解説。「手形融資の増加は中小零細

企業を支援しており、短期的な利ざやの鞘抜き行為は少数で増加の主要因ではない」と

の火消しを行った。 
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４．米中経済貿易関係                              

北京にて第 7回米中閣僚級経済貿易協議が開催 

●21－24日、米中両国はワシントンにて、第 7回米中閣僚級経済貿易協議（中国側：

劉鶴・国務院副総理他、米側：ライトハイザー通商代表、ムニューシン財務長官他）を

開催（当初予定より 2日間協議日程を延長）。22日の協議終了後、中国代表団はトラ

ンプ・米大統領を表敬訪問。その際、トランプ大統領は、協議に進展がある場合は、3

月 1日までの期限を延長し、3月中にマーラ・ラゴで米中首脳会談を行うことを提案し

たい旨発言。 

●その後 25日には、トランプ大統領は自身のツイッターで、3月 1日に予定されてい

る米国の関税引上げを延期する旨表明。同日、新華社は、「(双方は)合意文書について

交渉を行い、技術移転、知財保護、非関税障壁、サービス業、農業及び為替レート等の

分野の具体的問題において実質的な進展を得た。この基礎の下、双方は両国首脳の指示

に従って次なる段階の仕事をしっかりと行っていく」との中国側声明を発表。 

●26日、陸慷・外交部報道官は記者会見にて、マーラ・ラゴでの米中首脳会談に関し

ては、トランプ大統領が習近平主席と会見したいと何度も表明していることに留意する

と述べた。 

●27日、ライトハイザー米通商代表は、下院歳入委員会公聴会にて、米中通商協議に

ついて発言。協議は著しい進展があったとしたうえで、(1)米政権は、特に知的財産権

及び技術移転問題につき、平等な競争条件をもたらす重要な構造改革を行うよう要求し

ており、この点は追加的な購入の約束では解決されないこと、(2) 合意は執行可能なも

のでなければならず、米政権は、新しい合意を執行可能なものとすることに焦点を当て

ていること、の 2点を強調した。 
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５．中国・サウジアラビア経済関係                                        

中国首脳とムハンマド・サウジ皇太子との会見 

●22日、習近平・国家主席はムハンマド皇太子と会見。習主席は、「一帯一路」構想と

「ビジョン2030」の連結実施プランについて調印を急ぎ、エネルギー、インフラ、貿易・

投資などの二国間の実務協力を促進することなどを強調した。 

●同日、中国・サウジアラビアハイレベル合同委員会第3回会議が開催。韓正・副総理

がムハンマド・サウジアラビア皇太子、副首相と会見した。会見後、韓副総理とムハン

マド皇太子は、政治・海運・エネルギー・金融などの分野の二国間協力文書の調印に立

ち会った。 

中国・サウジ投資協力フォーラムが開催 

●22日、中国・サウジアラビア投資協力フォーラムが北京で開催。会議には中国とサウ

ジアラビアの政財界の代表1000人以上が集い、「一帯一路」構想と「ビジョン2030」の

連結が討議された。また、35件、総額280億ドル以上の協力取決めに調印した。 

中国サウジ財務金融分科会 

●21日、中国・サウジアラビアのハイレベル合同委員会の財務金融分科会が北京にて開

催され（中側：鄒加怡・財政部副部長、サ側：ハマド・バザイ財務副大臣）、今後、ク

ロスボーダーの債券発行や金融機関の相互進出を進め、金融監督関連のMoUを締結する

ことに同意した。 
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６．各種統計の公表                                          

●直接投資（対外）～1月の対外直接投資額は前年同月比14.9％減（21日商務部発表） 

 

 

 

 

 

●住宅価格～前年同月比10.0％上昇（22日国家統計局発表） 

 

 

 

 

●2月製造業 PMI(NBS)～前月比 0.3ポイント減（2月 28日国家統計局発表） 

2月製造業 PMI(NBS) 

指数 
全体 大企業 中企業 小企業 

49.2 51.5 46.9 45.3 

前月からの変化(pt) ▲0.3pt ＋0.2pt ▲0.3pt ▲2.0pt 

 

●2月製造業 PMI(財新)～ 前月比 1.6ポイント増（3月 1日財新発表） 

2月製造業 PMI(財新) 

指数 49.9 

前月からの変化(pt) ＋1.6 

 

 

  

 中国の対外直接投資 

投資額(億ドル) 前年同月比(%) 前月からの変化(pt) 

1月 92.0 ▲14.9 ＋35.0 

 

 

 

 

 

 

 主要 70都市の新築住宅価格 

上昇 横ばい 下落 

1月 58（前月比▲1） 4（前月比＋1） 8（前月比横ばい） 

 
 新築住宅価格(全国) 

前年同月比(%)  前月からの変化(pt) 前月比(%) 前月からの変化(pt) 

1月 10.0 ＋0.3 0.6 ▲0.2 
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■ ：日本関連記事 

1.概況・マクロ経済政策 

□19日、中央 1号文件（「中国共産党中央委員会と国務院の農業・農村優先発展と「三農」取組の適切な実施

に関する若干意見」）が発表された。今回、中央 1号文件は 8部分（「郷村産業の発展・強大化を図り、農民の増

収の道を拡大する」、「『三農』の取り組みに対する党の指導を強化し、農業農村の優先発展の全面的方針を実

行に移す」等）に分類されており、農業・農村を優先的に発展させる方針を堅持する方針を改めて強調した。

（2/20人民日報ｐ1） 

□李克強・国務院総理は 20日、国務院常務会議を開催。その中で、（1）企業に関わる法規・規則や規範文書

を定める際、関係企業と業界協会・商会から意見を聴くことを義務付けるよう求め、一部行政許可事項の廃止・

委譲を決定、（2）企業に関わる法規・規則や規範文書を定める際、関連企業・業界団体の意見を必ず聴取し、

政府の政策決定がより一層実態と民意に添ったものになるようにすることを要求、（3）家事代行サービスの供給

拡大と質的向上を推進し、内需拡大と民生優先を図ることについての手配が行われた。（2/21経済日報ｐ2） 

□22日、中国共産党中央政治局は中央政治局会議を開催。会議は習近平・中共中央総書記が主宰し、第 13

回全国人民代表大会第二次会議で国務院が審議のため提出予定の、今年の政府活動報告案（「2018年中央

視察工作指導小組の重点工作状況に関する報告」、「貧困脱却攻略特別視察状況に関する総合報告」、「党・

政府機関の指導幹部の審査工作条例」）を討議した。また、同日午後、金融サービスの完備、金融リスクの防止

に関する第 13回集団学習会が開催され、習総書記が講話を行った。（2/23人民日報ｐ1） 

 

2.金融・為替 

□中国人民銀行は 20日、新たな金融政策ツールである、「中央銀行手形互換ツール(CBS)」の初のオペレーシ

ョンを実施したと発表した。市中銀行が発行した永久債と人民銀の手形を交換することで、市場における永久債

の流動性を高め､永久債発行による銀行資本の補充を支援する。（2/20新華網） 

□中国人民銀行は 21日、「2018年第 4四半期中国金融政策執行報告書」を発表。今後、穏健な金融政策を

続行する方針を示すとともに、金融環境は変化しないと強調した。（2/22経済日報ｐ6） 

 

3.貿易・海外直接投資 

□21日-24日、第 7回米中ハイレベル通商協議がワシントンにて開催された。劉鶴・習近平主席特使をはじめと

する中国代表団と、ライトハイザー・通商代表、ムニューシン・財務長官など米国代表団が協議を行った。協議

結果について中国メディアは、「双方は合意文書について交渉を行い、技術移転、知財保護、非関税障壁、サ

ービス業、農業及び為替レート等の分野の具体的問題において実質的な進展を得た」と報じた。さらに 24日、ト

ランプ大統領は、中国からの輸入品 2000億ドル相当に課す追加関税の関税率引き上げ猶予期限(3月 1日)の

延期を発表した。（2/22新華網ほか） 

 

4.産業・企業（国有企業を含む） 

□19 日に発表された『2018 年中国オンライン教育業界発展研究報告』によると、2018 年の中国のオンライン教

育市場の規模は前年比 25.7％増の 2,517億 6,000万元となり、今後 3～5年の伸び率は 16％～24％に達する

見込み。（2/22中国経済時報ｐ6） 

□普華永道会計師事務所（ＰＷＣ）の関連データによると、2018年、中国企業による合併・買収（Ｍ＆Ａ）の総額

は約 6,780億ドル、このうち海外企業を対象とした合併・買収の取引額は前年に比べて 23％減少した。（2/22中

国経済時報ｐ1） 
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5.農業・農村 

□18日、農業農村部、国家発展改革委員会、科学技術部、財政部、商務部、国家市場監督管理総局、国家食

糧物資備蓄局が連名で発表した、「質の向上による国家農業新興戦略計画（2018～2022 年）」が公表。その中

で、農業のエコ化・良質化・特色化・ブランド化を力強く推進し、2022 年に新興策の制度的枠組みを構築する方

針を示した。（2/21人民日報ｐ6） 

□20日の国務院弁公室の記者会見によると、2018年末時点で、中国の農村部の貧困人口は1,386万人減少し

た。また、貧困の発生率は 1.7％まで低下した。（2/21人民日報ｐ3） 

□20 日、韓長賦・農業農村部長は国務院弁公室主催の記者会見において、中国の大豆生産が増加傾向にあ

る状況に対し、今後も中国が国際市場で大豆貿易を行うことは変わらないこと、また、米中が大豆貿易の重要な

パートナーであることを強調した。（2/21人民網） 

□21 日、中国共産党中央委員会、国務院弁公室は「小規模農家と現代農業発展との有機的接続の促進に関

する意見」を発表し、小規模農家を支援し、小規模農家を発展させ、現代農業の能力を高め、農業農村の現代

化を促すことを加速させる等の方針を示した。（2/22人民日報ｐ1） 

□中国共産党中央弁公室、国務院弁公室は 24 日、「食品安全に関する地方政府党幹部責任規定」を発表し、

地方政府の党幹部が当該地域において食品安全管理業務の責任を負うことを明確化した。（2/25 経済日報ｐ

1） 

 

6.労働・社会保障 

□21 日の国務院弁公室での記者会見において、高暁兵・民政部副部長は中国の介護市場を全面的に開放し、

福祉施設経営への民間資本の参入を奨励するため、「養老施設設立許可制度」の廃止を促すこと、また、老年

人権益保障法改正案を公布・施行したことを明らかにした。（2/22経済日報ｐ3） 

□21 日の国務院弁公室での記者会見において、黄樹賢・民政部部長は、2018 年の中国の都市部・農村部に

おける最低生活保障の基準額が前年に比べて、それぞれ 7.2％と 12.4％増加したことで、最低生活保障対象者

(4500万人強)がよりよい生活保障を得た旨発表した。（2/22人民日報ｐ7） 

 

7.環境・エネルギー 

□22 日、王炳南・商務部副部長は「廃車回収管理弁法(改正草案)」についてのブリーフィングを開催。草案の

中で示されている主な内容としては、回収業者の環境保護対策強化、それと同時に、廃車部品の再利用を許可

している点が挙げられる。（2/22商務部 HP）  

 

8.科学技術・イノベーション 

□20 日、習近平・国家主席は月探査計画「嫦娥 4 号」事業の関係者代表と会見し、世界の宇宙開発事業の発

展を後押しするために引き続き努力していく」と強調した。（2/21人民日報ｐ1） 

 

9.主要国との経済関係 

□21日、中国・サウジアラビア・ハイレベル合同委員会財政・金融分科会の初回会議が北京で開催。双方は、

マクロ経済情勢、グローバル経済ガバナンス、二国間の財政・税制・金融実務協力など議題について討議を行

った。翌 22日、韓正・副総理、習近平・国家主席がそれぞれムハンマド・サウジアラビア皇太子、副首相と会見

を行った。（2/23人民日報ｐ1ほか） 

 

※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。 


