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中国経済週報（2019.3.7～3.13） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

１．マクロ経済・財政金融関連                             

何立峰・国家発展改革委員会主任等の発言 

●6日、何立峰・国家発展改革委員会主任は全人代の記者会見において、世界経済の変

動が中国企業、特に製造業企業に影響を及ぼすことは不可避であるとし、民営経済・民

営企業の発展促進のため以下の措置に重点的に取り組むとした。 

(1)減税・料金引下げ政策の実施促進 

(2)中小・零細企業の資金繰り難・資金調達コスト高問題の解決 

(3)知的財産権保護を含むより良いビジネス環境の構築 

●また同会見において、寧吉喆・国家発展改革委員会副主任は、外資企業参入促進のた

め以下の措置を講じることを表明した。 

(1)外国投資参入ネガティブリストの項目をさらに削減 

(2)「外国投資奨励産業目録」に基づき奨励範囲を拡大 

(3)外資参入前後に政府調達等の面で内国民待遇を実施 

(4)届出登録等の管理手続を簡素化 

(5)外商投資法（審議中）に基づく外資企業の権益保護 

劉昆・財政部長の発言 

●7日、劉昆・財政部長が全人代の記者会見で、合計 2兆元近くの企業負担の削減と重

点分野へのメリハリのある財政支出を強調。負担軽減効果の約 7割が減税によるもので、

その大部分は増値税に係る減税措置と説明。具体的な減税措置は、増値税率の引下げ

（16％→13％、10％→9％）、仕入れ税額控除の拡充、免税点の引上げ（増値税が非課

税となる月当たりの売上金額を 10万元に引上げ）、小規模薄利企業に対する企業所得

税の軽減税率、中小・零細企業に対する地方税 6税目の 50％減免等。 

易綱・人民銀行総裁の発言 

●10日、易綱・人民銀行総裁が全人代の記者会見で、穏健な金融政策を継続して実施

し、金融リスクの防止・解消を行い、実体経済により良く貢献するとともに、高品質な

成長を推進する、と述べた。また、広義貨幣 M2と社会融資規模の増加速度を名目 GDP

の増加速度と一致するように保持し、中小・零細企業・民営企業に対する支援を更に強

化し、マクロレバレッジ比率を安定なものにしていく（2018年末の中国のマクロレバ

レッジ比率の総水準は 249.4％（▲1.5％））、と述べた。 

郭樹清・銀保監会主席の発言 

●5日、郭樹清・銀保監会主席が代表通路での記者会見で、今年の政府活動報告におけ

る国有大型商業銀行の中小・零細企業への貸出を+30％以上増加させる要請について、

この目標に到達できることを信じている、と述べた。 
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２．全人大の各地方代表団審議に習主席が参加          

●今回の第 13期全国人民代表大会第 2回会議の会期中、習近平・中国共産党中央総書

記、国家主席は内モンゴル自治区（5日）・甘粛省（7日）・河南省（8日）・福建省

（10日）の代表団の審議にそれぞれ参加した（11日時点）。審議の中では、「貧困脱

却」という共通テーマについての議論が行われた。また、各審議の中で習主席は講話を

実施し、2020年までに貧困脱却堅塁攻略の目標を達成する旨述べた。 

３．王毅・外交部長による全人大会見              

●8日、王毅・外交部長は全人大の記者会見を実施。経済関連の主な発言内容は以下の

とおり。 

（1）4月下旬、北京にて「一帯一路」国際協力ハイレベル・フォーラムが開催される

ことを受け、これを「2019年の最重要のホームグランド外交」と位置づけた。同フ

ォーラムには、100ヶ国以上の各界代表が数千人参加予定 

（2）（「一帯一路」建設に対する、海外からの「債務の罠」や「地政学上の道具」等

との指摘について）「一帯一路」は共同協議・建設・享受を堅持しており、共同発展

のチャンスをもたらすものであり、かつ、人々に恩恵をもたらすものだとして否定 

●このほか、同会見にて王部長は現在の日中関係について以下のとおり述べた。 

（1）日中関係は去年から正常な希望に戻り、改善・発展の良好な勢いが見られ、これ

は日中両国国民の共通利益に完全に合致する 

（2）また、日中協力の潜在力も十分に掘り起こされ、協力の余地が一層拡大している 

４．李幹傑・生態環境部長による全人大会見           

●11 日、李幹傑・生態環境部長は全人大の記者会見を実施。主な発言内容は以下のと

おり。 

（1）一部の地方政府における事業者への環境規制の施行に当たり、規制が遵守されな

い場合等に一律の工場稼働停止等を行うなどの一刀両断型の対応が見られることに

ついて、環境行政領域における形式主義、官僚主義の典型的な表れであると批難し、

断固反対し制止すると強調。 

（2）また、一部の地方政府における事業者への環境規制の施行に当たり、中国の経済

情勢が下降局面にあることから当該規制を緩和する対応が見られることについても、

中央の要求に全く適合していないとして断固反対し、放置せず厳格に責任を追及する

と強調。 

（3）環境保護行政におけるデータのねつ造問題については、敏感かつ全ての者の関心

事項とし、過去における突出した問題とした。その上で環境観測データは環境保護行

政の生命線であり誤りや問題があってはならないとし、既に根本的な転換を遂げ、真

実であり、正確であるとしつつ、観測地点が緻密でないこと等の問題があるとし更に

発展させるとした。 
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５．外商投資法（最終案）が全人代に提出           

外商投資法（最終案）関連 

●8 日、第 13 期全国人民代表大会第 2 回会議（第 2 回全体会議）において、外商投資

法の最終案が提出された。昨年 12月 23日に一次草案が公表され、パブコメの実施及び

2 度の審議を経て、今次最終案として提出されたもの。全人代閉幕の 15 日に可決、成

立する見通し。 

●草案は全 6章、41条から成る（一次草案は 39条）。ポイントは以下のとおり。 

（1）ネガティブリストの導入：「外商投資について参入前内国民待遇にネガティブリ

ストを加えた管理制度を実行する」（第 4条）、「外商投資参入ネガティブリスト外

の分野においては、国内資本企業と外資系企業一致の原則により管理を実施する」（第

27条） 

（2）政府調達への参加：「国は外商投資企業が法に基づき公平な競争を通じて政府調

達活動に参加することを保障する」（第 16条） 

（3）自由な海外送金：「国内で発生した外国投資者の出資、利益、資本収益、資産処

理所得、知的財産権ライセンス使用料、法により獲得した補償又は賠償、決算所得等

は、人民元又は外貨により自由に海外への送金及び海外からの送金を行うことができ

る」（第 21条） 

（4）行政手段を用いた強制的技術移転：「技術提携の条件は、投資の各当事者が公平

の原則、平等な協議を遵守して確定するものとし、行政機関及びその職員が行政手段

を利用して技術移転を強制してはならない」（第22条） 

（5）国家安全保障審査：「国は、外商投資安全審査制度を確立し、国家安全に影響す

るか、影響を及ぼす可能性のある外商投資に対し安全審査を実施する。法により下さ

れた安全審査の決定は最終決定とする」（第 34条） 

（6）外国投資者の法的責任：「本法規定に違反し，外商投資情報報告制度に基づく投資

情報の届出を行わない者は、商務部主管部門が期限までに是正するよう命じる。期限

を過ぎても是正しない者は、10万元以上50万元以下の罰金に処する」（第36条） 

（7）他国への対抗措置：いかなる国又は地域も、投資に関して中華人民共和国に対し

て差別的な禁止、制限又はその他の類似する措置を取る場合には、中華人民共和国は

実際の状況に基づき、そのような国や地域に対して相応の措置を取る（37条） 

栗戦書・常務委員長の報告 

●このほか、同会議にて栗戦書・第13期全国人民代表大会常務委員長は活動報告を実施。 

その中で、市場開放・国民生活向上・知的財産権保護の強化に向けた法整備（不動産税 

法・基本医療衛生と健康促進法・輸出管理法及び証券法改定など）の促進等を訴えた。 
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６．米中経済貿易関係                      

●第 13期全国人民代表大会第 2回会議の会期中、各部代表らが記者会見にて、米中の

経済・貿易関係について言及した。主な発言は以下のとおり。 

郭樹清・銀保監会主席、易綱・人民銀行総裁の発言 

●5日、郭樹清・銀保監会主席は代表通路での記者会見で、「金融分野の開放において、

米中双方は完全に一致している。我々は為替レートを貿易競争のツールとして使って

はおらず、中国は為替レートの操作は行っていない。」と述べた。また、10日、易綱・

人民銀行総裁が全人代の記者会見で、「中米双方は為替レートに関する問題について議

論し、多くのキーとなる重要問題について共通認識に達している」と述べるとともに、

「我々は決して為替レートを競争目的に使用せず、為替レートで中国の輸出を向上さ

せたり、貿易摩擦のツールを考慮して実施することはない」と述べた。 

王毅・外交部長の発言 

●8日、王毅・外交部長は記者会見を開催。米中関係については、2018年の米中 2国間

の貿易額が 6,300億ドルを超え、投資額も 2,400億元を超え，往来も 500万人以上とな

ったとのデータを示しつつ、「米国と中国を切り離す（デカップリングする）ことは、

すなわちチャンスを切り離すことであり、未来を切り離すことである」と指摘。また、

「協力は依然として米中関係の主流であり、相互尊重を堅持し、対等協議に注力すれば、

どのような難題も双方が受け入れ可能な解決策を見つけることができる」と述べた。 

王受文・商務部副部長の発言 

●9日、鍾山・商務部長、王受文・商務部副部長らは記者会見を開催。米中関係につい

て、王副部長は、1－2 月の米中貿易額が前年比 19.9％減であったことを挙げ、「相互に

追加関税を徴収するのは、誰にとっても利点がなく，投資家の信頼を損ね，企業が投資

を決定するのを遅らせている。すべての追加関税を撤廃することで、米中貿易を正常な

軌道に戻さなければならない」とした。また、米国側が要求する合意事項の実施メカニ

ズムについては、「いかなる実施メカニズムも必ず双方向で、公平で、平等でなければ

ならない」と述べた。米中通商協議の今後の見通しについては、「協議を継続している」

点と「両国首脳が行った原則に向かって努力している」点を挙げ、希望があると表明し

た。 

次回米中首脳会談に関する動き 

●8 日、クドロー・米国家経済会議（NEC）委員長は、米中首脳会談について、フロリ

ダにおいて、3月下旬か 4月上旬にあるかもしれないと述べつつ、中国が米国の求める

条件を満たされなければならないとした。 

●一方、新華社通信は、12 日に劉鶴・国務院副総理がライトハイザー・米通商代表及

びムニューシン・米財務長官と電話会談を行い、双方は合意文書の鍵となる問題につい

て具体的協議を行い、次の段階の作業スケジュールを確定した、と報道した。 
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７．中共中央が「基層の負担軽減を行う通知」を発表                                   

●11日、中国共産党中央委員会は「形式主義の際だった問題を解決し基層の負担を軽

減することに関する通知」を発表。主な内容は以下のとおり。 

（1）2019年は基層の負担軽減年であると明確に打ち出し  

（2）各省・区・市の過度な監査・検査・審査のあり方を見直し、対象項目を 7割以上

削減  

（3）その他、県レベル以下の文書・会議を 30-50％削減、党中央発出の政策文書は原

則 10ページ以内とすること、会議開催の減少・会議時間の短縮化、必要な会議だけ

開催する等を強調 
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８．各種統計の公表                                      

●2月自動車販売～前年同月比 13.8％減（3月 11日 自動車工業協会発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●2月物価～CPIは前年同月比 1.5％上昇、PPIは同 0.1％上昇（3月 9日 国家統計局発

表） 

 

 

 

 

 

 

 自動車販売台数 

台数(万) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

2月 148.2 ▲13.8 ＋2.0 

1－2月 385.2 ▲14.9 1月比＋0.9 

 
 乗用車販売 商用車販売 

台数(万) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 台数(万) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

2月 122.0 ▲17.4 ＋0.3 26.2 8.0 ＋10.2 

1－2月 324.3 ▲17.5 1月比＋0.2 60.8 2.0 1月比＋4.2 

 
 新エネ車 

台数(万) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

2月 5.3 53.6 ▲84.4 

 

 
純電気自動車 プラグインハイブリッド車 

台数(万) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 台数(万) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

2月 4.0 69.4 ▲110.3 1.3 18.6 ▲36.0 

 
 外資系ブランドの乗用車販売台数及びシェア 

日本 ドイツ 

台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 

2月 21.8 17.9 ▲3.4 29.3 21.4 ＋1.2 

 

 フランス 

台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 

2月 0.8 0.7 ▲0.1 

 

 米国 韓国 

台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 

2月 10.9 8.9 ▲1.2 6.1 5.0 ＋1.9 

 

 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) 

2月 1.5 ▲0.2 0.1 横ばい 
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●2月貿易～2月単月の貿易総額は前年同期比 13.9%減、輸出が 20.7%減、輸入が 5.2%

減。1-2月累計の貿易総額は前年同期比 3.9％減、輸出が 4.6％減、輸入が 3.1％減（3

月 8日海関総署） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 中国の貿易 

貿易総額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

貿易収支額 

(億ドル) 

2月 2,663.6 ▲13.8 ▲17.9 41.2 

1－2月 6,627.2 ▲3.9 1月比▲8.0 437.1 

 

 
 中国の貿易 

輸出額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

輸入額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

2月 1,352.4 ▲20.7 ▲29.8 1,311.2 ▲5.2 ▲3.7 

1－2月 3,532.2 ▲4.6 1月比▲13.7 3,095.1 ▲3.1 1月比▲1.6 

 
 日中間の貿易 

貿易総額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

貿易収支額 

(億ドル) 

2月 204.8 ▲4.5 ▲6.5 ▲17 

1－2月 4,337.8 ▲0.9 1月比▲9.0 ▲23 

 
 日中間の貿易 

輸出額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

輸入額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

2月 93.9 ▲9.5 ▲15.2 110.9 ▲0.2 ＋1.5 

1－2月 2,255.0 ▲1.1 1月比▲8.3 2,483.2 ▲0.7 1月比▲9.6 

 
 米中間の貿易 

貿易総額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

貿易収支額 

(億ドル) 

2月 306.1 ▲28.0 ▲13.9 147.2 

1－2月 763.9 ▲19.9 1月比＋5.8 420.2 

 
 米中間の貿易 

輸出額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

輸入額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

2月 226.7 ▲28.6 ▲26.2 79.4 ▲26.2 ＋15.0 

1－2月 593.0 ▲14.1 1月比▲11.7 171.8 ▲35.1 1月比＋6.1 
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●1－2月生産、消費、投資～固定資産投資は前年同期比 6.1％増、民間投資は同 7.5％

増（3月 14日国家統計局発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 一定規模以上企業の工業付加価値額 

前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

1－2月 5.3 12月比▲0.4 

 
 社会消費品小売総額 インターネットによる実物商品小売総額 

額 

(兆元) 

前年 

同期比(%) 

前月からの 

変化(pt) 

額 

(兆元) 

前年 

同期比(%) 

前月からの 

変化(pt) 

小売総額中の

占有率 

1－2月 6.6 8.2 12 月比横ばい 1.1 19.5 1-12月比▲5.9 16.5% 

 

 固定資産投資額（農家を除く） 民間固定資産投資額（農家を除く） 

額(兆元) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 額(兆元) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

1－2月 4.5 6.1 1-12月比＋0.2 2.7 7.5 1-12月比▲1.2 

※民間固定資産投資額の固定資産投資総額に占める割合：60.1％（1-12月累計比▲1.9pt） 

 不動産開発投資 

額(兆元) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

1－2月 1.2 11.6 1-12月比＋2.1 

 
 商品住宅販売面積 商品住宅販売額 

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) 

1－2月 ▲3.6 1-12月比▲4.9 2.8 1-12月比▲9.4 
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■ ：日本関連記事 

1.概況・マクロ経済政策 

□何立峰・国家発展改革委員会主任は 6日、全人代記者会見で、「多くの措置を講じて民営経済・民営企

業の発展を促進する」と表明し、①減税や費用削減政策の実行促進、②民営企業、特に中小・零細企業の

融資問題の解決、③知的財産権を含む民営企業権益の保護、より良いビジネス環境作りの実現などの具体

措置を明らかにした。また、寧吉喆・国家発展改革委員会副主任は、同記者会見で外資導入の促進につい

て、誘致措置を講じることを発表した。（3/7人民日報ｐ4） 

□習近平・中国共産党中央総書記は 7日、第 13期全人代第 2回会議の甘粛代表団の審議に参加。その

中で、貧困脱却という難関攻略目標を 2020年までに達成するよう求めた。（3/8国際商報ｐ1） 

 

2.財政 

□劉昆・財政部部長は 7日の全人代の記者会見で、今年、企業の租税・社会保険料負担を 2兆元近く軽減

し、そのうち減税が約 7 割を占め、減税は付加価値税の税率引き下げが中心になるとした上で、「減税や費

用負担軽減は今年の積極的な財政政策における最も大事な部分であり、今年は減税などの積極的な財政

政策によって経済成長と雇用情勢の安定を保つ」と強調したほか、地方政府の債務について、「現在の地

方政府の債務リスクはコントロールできる状態にあるが、政府は新規の潜在債務の発生を許さない」と表明し

た。（3/8経済日報ｐ3） 

  

3.金融・為替 

□郭樹清・中国人民銀行党委書記兼中国銀行保険監督管理委員会主席は 5日の代表通路での記者会見

にて、民営企業や零細企業の資金調達問題について、多くの措置を講じることで民営企業と中小零細企業

の発展を支持していく方針を明らかにした。（3/6人民日報ｐ12） 

□易綱・中国人民銀行総裁は10日、全人代の記者会見で「穏健な金融政策の内容は変化していないとし、

穏健な金融政策により緩和と引き締めを適度に行い、実体経済を有効に支援する」と述べた。（3/11経済日

報ｐ4） 

□国家外国為替管理局は 7日、2月末の中国の外貨準備高は 3兆 902億ドルで、前月末に比べ 23億ド

ル上昇）、率にして 0.1％増加したと発表した。（3/8国際商報ｐ1） 

□中国人民銀行によると、1～2月の社会融資規模の増加額は 5兆 3,100億元で、前年同期比 1兆 500億

元増加した。人民元建ての貸付金額は 4兆 1,100億元で、前年同期比 3,748億元増加した。2月末時点の

M2は 186兆 7,400億元で、前年同期比で 8％増加した。（3/11経済日報ｐ4） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□鍾山・商務部長は 9日、全人代の記者会見で今年の重点政策として、消費の喚起や貿易の強化、投資

環境の一層の改善などを掲げた。また、王受文・商務部副部長兼国際貿易交渉副代表は、同記者会見で

「現在、双方の通商チームは全力で意思疎通、協議を継続しており、両国首脳が決定した協議原則と方向

性に則り、合意を達成し、全ての相互追徴課税を撤廃し、米中両国の貿易を正常な軌道に戻す」と述べた。

（3/10新京報 A05） 

□王毅・国務委員兼外交部長は 8日、全人大の記者会見において、「一帯一路」につき、「債務の罠」や「地

政学上の道具」との指摘を否定。4月下旬の「一帯一路」国際協力ハイレベル・フォーラムを「2019年の最重

要のホームグランド外交」と位置づけた。（3/9新京報 A06） 
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□栗戦書・常務委員会委員長は 8日、全人大第二回全体会議において活動報告を行うとともに、王晨・同

委員会副委員長による外商投資法の草案説明を聴取した。栗委員長は同法について「高い水準の対外開

放を促進する上で重要な役割を果たす」と述べた。（3/9人民日報ｐ3） 

□倪岳峰・税関総署署長は 5 日の代表通路での記者会見にて、昨年、企業が輸入通関にかかった所要時

間を半分以上に削減したことを明らかにした。（3/6人民日報ｐ12） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□李小鵬・交通運輸部部長は 5日の代表通路での記者会見にて、2年内に全国の高速道路の省境料金所

を廃止する方針を明らかにしたほか、インターネットを使ったタクシーなどの配車予約の安全確保は必ず守

るべきボトムラインであると指摘した。（3/6人民日報ｐ12） 

□苗圩・工業情報化部長は 5日の代表通路での記者会見にて、全面的な「番号ポータビリティ」を年内に実

現する方針を明らかにした。（3/6人民日報ｐ12） 

□張茅・国家市場監督管理総局局長は 5 日の代表通路での記者会見にて、同局は昨年に商業改革が推

進され、企業の市場参入審査プロセスの数が 7から 4に減らされ、参入規制が大幅に緩和されたと述べた。

（3/6人民日報ｐ12） 

 

6.農業・農村 

□韓長賦・農業農村部部長は 5日の代表通路での記者会見にて、今年の農業政策について以下の方針を

示した。①三つの安定を実現する（農産物生産量、作付面積、農業政策）、②トウモロコシ、大豆生産者へ

の補助金を継続する、③農村環境の整備をしっかり実施する。（3/6人民日報ｐ12） 

 

7.労働・社会保障 

□劉永富・国務院貧困対策指導小組弁公室主任は7日、全人代の記者会見で「今年はさらに1,000万人以

上の貧困人口を削減する」と表明した。（3/8人民日報ｐ2） 

 

8.環境・エネルギー 

□5 日の代表通路での記者会見にて、倪岳峰・税関総署署長は、海外から密輸される固体廃棄物への取

締りを引き続き強化する方針を示した。なお、昨年、海外から密輸される固体廃棄物の量は前年に比べて

46.5％減少している。（3/7国際商報ｐ3） 

 

9.主要国との経済関係 

□黄埔、大連、南寧、深センの税関においてカナダから輸入した菜種から各種の有害生物が検出されたこ

とを受け、税関総署は 1日以降、カナダから輸入される菜種の検疫を強化する方針を示した。（3/8国際商

報ｐ1） 

 

 

※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。 


