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中国経済週報（2019.4.18～4.29） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

１．第 2回「一帯一路」国際協力ハイレベルフォーラムが開催                           

●25－27日の 3日間、北京にて第 2回「一帯一路」国際協力ハイレベルフォーラムが

開催された（前回は 2017年 5月）。会議には、37カ国の首脳級（前回は 29カ国）を

含む約 150カ国（前回は約 130カ国）、国連・IMF等約 90の国際組織（前回は約 70）

からおよそ 5,000名の代表が参加（前回は約 1,500名）。日本からは、二階俊博・自民

党幹事長が総理特使として出席した。 

●25日には、政策コミュニケーション、資金融通、民心交流等 12のテーマについて分

科会を開催。日本からは、望月義夫・元環境大臣、中西宏明・経団連会長ら、国会議員、

知事及び各界代表者が参加した。また、分科会と並行して企業家大会を開催。参加企業

の間で、総額 640億ドル強に上る協力プロジェクトについて署名が行われた。 

●26日には、首脳級が参加するハイレベル会議を開催。開幕式にて習近平・国家主席

は基調演説を行った。演説の主要ポイントは以下のとおり。 

(1) 絶えず「質の高い発展」を目指す。普遍的に受け入れられている国際ルール・基準

に従い、ビジネスと財政の持続可能性を確保 

(2) 質が高く、持続可能でリスクに強い、合理的価格の包摂的インフラを建設。第三国

市場協力の展開を奨励 

(3) 外商投資法の厳格な実施を確保。知的財産権保護の国際協力を強化（法整備・法執

行の強化、強制技術移転の根絶、営業秘密の保護、知財侵害行為の厳格な取締り） 

(4) 貿易黒字を追求せず、人民元安を誘導せず、市場歪曲的な不合理なルール、補助金、

慣行を撤廃 

また、午後のハイレベル会議では、二階幹事長が基調講演を行い、「中国が地域や世

界の平和と繁栄に前向きに貢献しようとする姿勢を高く評価」との自身の考え及び自然

災害リスクへの対応の重要性、日中間の対話と交流推進に向けた考えを述べた。 

●27日には、円卓会議が開催され、中国及び 37の首脳級参加国の連名で共同コミュニ

ケを採択した。主な内容は、 

(1) 質の高い「一帯一路」の建設 

(2) 各国の法律、国際義務、国際ルール・基準の遵守 

(3) WTOを中心とするルールに基づいた開放的、透明で無差別の多国間貿易体制の支持 

(4) 実務協力強化における、市場ルールの遵守、第三国市場協力の奨励、持続可能な方

法でのプロジェクト実施の奨励 等 

 また、午後のワーキングランチセッションに二階幹事長が出席。「中国がインフラの

開放性、透明性、経済性、対象国の財政健全性といった国際社会共通の考え方を十分に

取り入れ」、「世界の平和と繁栄に貢献することを強く期待する」等スピーチを行った。  
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「一帯一路」国際シンクタンク協力委員会が設立 

●24日、北京にて「一帯一路」国際シンクタンク協力委員会の設立大会が開催。新華社

電によると、当委員会は、新華社研究院と中国内外の15のシンクタンクが共同で設立、

内外専門家の協力プラットフォームとして、一帯一路関連のテーマ研究や思想交流の推

進、理論の刷新、研究成果の共有、人的交流などに取り組む。今次設立大会には、59

の国家等の約130のシンクタンクのから200余名の専門家や学者が出席した。 

２．北京国際園芸博覧会が開幕                           

●28日、習近平・国家主席は北京市延慶区で行われた 2019年中国北京国際園芸博覧会

の開幕式に出席し、「グリーンな生活を共に図り、美しい家を共同で建設する」と題す

る演説を行った。その中で習主席は、「我々はグリーン発展と繁栄を追求すべき」であ

り、「自然環境を改善することが持続可能な経済発展につながる」と強調した。そのう

えで、「各国が協力してようやく気候変化や海洋汚染､生物保護等の世界の環境問題に

対応できる」と述べたほか、「一帯一路は環境に配慮したグリーン経済の発展の道だ」

等と述べた。式典には、各国首脳に加え、日本側は二階幹事長らが出席した。 

●続いて 29日、北京市延慶区にて北京園芸博開園式が行われた(開催期間：4月 29日

－10月 7日)。北京園芸博のテーマは「緑の生活、より良い生活（緑色生活 美麗家園)」

で、100を超える国・国際機関が参加し、面積は 960ha(展示区域 503ha)、1600万人の

入場者を見込む。中国で開催される大規模な国際園芸博は、1999年の雲南省昆明で開

催以来 20年ぶり。開園式には、高鳥修一・農林水産省副大臣らが出席した。 

●同日、北京園芸博開園式に続き、日本国出展開園式が行われた。日本は日本庭園と

屋内の展示施設を設け、高品質で多様な花卉と世界に誇る花卉文化の魅力を紹介する。

屋内出展のテーマは「四季の花と緑に囲まれた日本のくらし(面朝大海、四季花開)」と

なっている。  
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３．二階・自民党幹事長の訪中                     

●24－29 日、二階俊博・自由民主党幹事長は、林幹雄・自由民主党幹事長代理（前経

産大臣）、金田勝年・自由民主党幹事長代理（元法務大臣）、望月義夫・衆議院災害対策

特別委員長（元環境大臣）、福井照・自由民主党経理局長（元内閣府特命担当大臣）、稲

田朋美・自由民主党筆頭副幹事長（元防衛大臣）、小泉龍司・自由民主党国際局長、松

下新平・自由民主党外交部会長、関芳弘・経済産業副大臣の自民党国会議員団、高知県、

滋賀県、山梨県の知事と共に訪中。二階幹事長は、「一帯一路」国際協力ハイレベルフ

ォーラム及び北京国際園芸博覧会開幕式出席のほか、下記の一連の行事に参加した。 

二階自民党幹事長が習近平主席を表敬訪問 

●一帯一路ハイレベルフォーラムに先立つ 24日、二階幹事長は、人民大会堂にて習近

平主席を表敬訪問、総理特使として親書を手渡した。その際、習近平主席からは、6月

の G20大阪サミットの会議に出席し、安倍総理にお会いする、中国としてサミットの成功を支

持するとの発言があった。 

李強・上海市書記と会談 

●25日、上海にて李強・上海市書記と会談を実施。李書記からは、上海の発展状況に

ついて説明があり、今後介護、医療、教育、都市管理等の分野での日中の協力関係を拡

大し、レベルアップを図りたい旨の発言があった。 

清華大学訪問 

●27日午前、清華大学を訪問。日本の書籍 500冊の寄贈式ならびに大賀蓮の植樹式を

行った。また、陳旭・清華大学書記と会見、同大学との更なる交流について意見交換を

行った。 

地域の魅力発信イベントに参加 

●27日午後、在中国日本国大使館において、日本大使館、JNTO北京事務所、高知県、

滋賀県、山梨県、JAグループが共同主催したイベント「地方の美食、お届けします!～

日本の魅力は地方にあり～」に参加。三県の知事とともに、中日の旅行業者・飲食関係

者、中国人インフルエンサー、中日のメディアら招待客等約 200人に対し、日本の地方

の特産・旅行資源を紹介するとともに、安全、安心な日本産食品の PRを行った 

胡春華・国務院副総理との会見 

●28日、胡春華・国務院副総理と会談を実施。日本産食品について、「今回の訪問を

きっかけに一つの進展があれば国民も喜ぶ」と発言、胡副総理からは、「中国でも高品

質の日本産品の受入れを望むと声もある」、「新潟のお米は解禁されたが、その他につ

いても安全性の評価をしている」等の発言があった。 

その他要人との会見 

●26日にフック・ベトナム首相、28日に曾培炎・元国務院副総理、29日にバンダリ・ネ

パール大統領と会見を行った。 
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４．日本国際貿易促進協会代表団の訪中                  

●16-21日、日本国際貿易促進協会（国貿促）第 45 回訪中代表団（団長：河野洋平・

元衆院議長）が、北京及び河北省（石家庄、雄安新区）を訪問した。 

●一行は、北京において、胡春華・国務院副総理と会見。胡副総理は、「昨年は G20な

ど多くの機会に、習近平・国家主席が安倍総理と会見するとともに、李克強・国務院総

理と安倍総理との相互訪問も実現し、日中関係が正常な軌道に戻り、日中実務協力を進

めていくとの共通認識に至った」旨を述べた。また、河野団長からの中国経済の展望に

関する問いかけに対して、中国経済の発展を一言で示すと『平穏』と述べた上で、今年

の新規雇用目標（1,100万人増加）及び貧困者削減目標（1,000万人削減）の実現に自

信を示すとともに、増値税率の引下げ、中小企業向け税控除対象の拡大及び社会保険料

の負担軽減などによって、中国経済は安定的な成長発展を続けていく旨を述べた。 

●また、一行は北京訪問後に、石家庄にて王東峰・河北省書記及び許勤・河北省省長と

会見したほか、雄安新区にて陳剛・雄安新区管理委員会主任と会見した。 

５．マクロ経済・金融関連                  

国務院常務会議が開催 

●17日、李克強・国務院総理は国務院常務会議を開催。2019年全国両会（全国人民代

表大会、政治協商全国会議）の提言・提案の処理状況に関する報告を聴取するとともに、

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に向けた政策措置を強化す

る方針を確認した。具体的には以下のとおり。 

(1) 各種の金融政策ツールを活用して再融資や手形割引を増加 

(2) 金融機関による中小・零細企業専用金融債の発行規模を増加 

(3) 国家融資担保基金が提供する、金融機関による零細企業向け融資に対する信用保証

制度の利用を促進し、本年は 10万件以上、総額 2,000億元の保証付き融資を実施 

中共中央政治局会議が開催 

●19日、習近平・総書記は中共中央政治局会議を主宰。会議では、第１四半期の経済

（GDP成長率 6.4％増）について、総体として安定しており、市場予測を上回る実績で

あったと評価。ただし依然として外部の経済環境は不確実性が高く、国内経済には下振

れ圧力が存在するとし、質の高い発展に向けて経済改革を進める必要があると強調した。 

●また会議では、昨年の貧困脱却に関する取組の成果を聴取。今後は貧困から脱却した

県・村・世帯に対する政策支援を一定期間継続し、貧困への後戻りや新たな貧困人口の

発生を防止することで、貧困脱却人口の定着・増加を推進することとした。 
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中央財経委員会が開催 

●22日、習近平・総書記（中央財経委員会主任）は中央財経委員会第 4回会議を主宰。

2020年の小康社会（ややゆとりある社会）の全面的達成に向け、弱点を正確に認識し、

的確な対策の実施を加速していく方針を確認した。具体的には以下のとおり。 

(1) 高齢者・障害者等の社会的弱者、貧困人口・重度貧困地区等、特に対応が不十分な

分野への支援を強化 

(2) 重点地区における深刻な環境問題の解決を推進 

(3) 教育、医療、住宅、飲用水の安全、育児、介護等の民生問題に対する取組を加速 

●会議には、同委副主任の李克強・国務院総理、同委委員の王滬寧・中央政治局常務委

員、韓正・国務院副総理が出席し、汪洋・全国政治協商会議主席が参加した。 

中国銀行東京支店による人民元クリアリング銀行業務の開始 

●17日、中国銀行東京支店が人民元クリアリング銀行業務(注)を開始。同日に開業式典

が行われ、福田康夫・元総理、程永華・中国大使、陳四清・中国銀行董事長らが参加し

た。 
(注)「クリアリング(清算)」は、銀行間決済に先立って行われる準備業務の総称。「人民元クリアリング銀行」は、

オフショア（国外）市場における人民元決済を行うため、中国が各国に設置する決済銀行。中国の店舗から一定の

人民元流動性供給を受けることが可能であり、オフショア人民元市場の流動性拡大（人民元の国際化）にも寄与。 

●当該業務ライセンスは 2018年 10月に付与されたもので、中国銀行は日本のほか世界

12の国・地域で人民元クリアリング銀行業務を行っている。今月開催された第５回日

中ハイレベル経済対話では、人民元クリアリング銀行への邦銀の指定の早期実現を日本

側から要請している。 

６．米中経済貿易関係                        

米中閣僚級経済貿易協議が実施か 

●23日、米大統領府は、中国との閣僚級の貿易協議を30日から北京で開催すると発表。

それによると、ライトハイザー・米USTR代表及びムニューシン・米財務長官が訪中し、

中国の劉鶴副首相らと協議、引き続きワシントンでも5月8日から協議を行う。 

●一方、同日、中国外交部定例記者会見にて次回米中協議についての質問が出た際、報

道官は、「米中協議はすでに実質的な進展を得ており、双方は意思疎通を保っている」

と答えつつ、協議日程については、主管部門に問い合わせるようにとのみ回答。 

米、中国からの21の輸入品を追加関税適用除外に 

●18日、米USTRは、中国からの輸入品計2,500億米ドル相当に課している追加関税の対

象から新たに21品目を除外すると発表。米企業による除外申請を認めたもの。USTRは

2018年12月に31品目、今年3月に33品目を追加関税の適用除外にしており、今回の21品

目追加で適用除外対象は85品目となる。 
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７．各種統計の公表                                      

●直接投資（対外・対中）～ 3月の対外直接投資は前年同期比10.0％増（16-18日 商務

部発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 中国の対外直接投資 

投資額(億ドル) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

3月 95.5 10.0 ＋2.5 

1－3月 252.1 ▲1.1 1-2月比＋5.8 

 

 
 外資の対中直接投資 日本の対中直接投資 

投資額 

(億ドル) 

前年同期比 

(%) 

前月からの変化 

(pt) 

投資額 

(億ドル) 

前年同期比 

(%) 

前月からの変化 

(pt) 

3月 141.1 5.0 ＋1.7 6.2 26.2 ＋4.5 

1－3月 358.0 3.7 1-2月比＋0.8 11.4 6.4 1-2月比＋16.7 
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■ ：日本関連記事 

1.概況・マクロ経済政策 

□李克強・国務院総理は17日、国務院常務会議を招集した。会議では、小規模・零細企業の資金調達コス

トを一段と引き下げることを決定した。（4/18人民日報ｐ3） 

□中国共産党中央政治局は 19 日、会議を開き、現在の経済情勢を分析、検討し、当面の経済運営を

手配した。また昨年の貧困脱却の取り組みの成果審査などの情報報告を聴取し、今後の取り組みに

対する要求を提起した。「中国共産党宣伝工作条例」も審議した。習近平総書記が会議を主宰した。

(4/20 人民日報ｐ１) 

□習近平・国家主席兼中央財経委員会主任は 22日、中央財経委員会第 4回会議を招集し、「小康社会

（ゆとりのある社会）」の全面的完成に向けた弱点補強を強調したほか、中央経済工作会議方針の着実な実

行を求めた。（4/23人民日報ｐ1） 

□中国最高裁判所は 22日、「中国の裁判所における知的財産権司法保護状況（2018）」白書を発表した。

白書によると、各裁判所が 2018年に新たに受理した知的財産権の民事・行政・刑事案件は前年同期比

41.19％増（9万 7,709件）の 33万 4,951件に達した。うち、独占民事案件を含む不正競争の一審案件は

4,146件、前年同期比 63.04％増加した。（4/23人民日報ｐ12） 

 

2.財政 

□財政部によると、第 1 四半期の中国の一般公共予算収入は前年同期比 6.2％増の 5 兆 3,656 億元だっ

た。（4/17人民日報ｐ1） 

□財政部によると、第 1四半期の地方政府債券の発行は 1兆 4,067億元で、うち新規債券が 1兆 1,847億

元だった。（4/19人民日報ｐ10） 

□税関総署によると、現時点までに、中国は「一帯一路」沿線国 14 か国を含む 36 か国との間で AEO制度

（認定事業者制度）の相互承認を実現した。（4/24経済日報ｐ3） 

□国家税務総局によると、今年第 1 四半期は全国で計 3,411 億元の減税になり、うち個人所得税の税収は

前年同期比 29.6％減少した。（4/24人民日報ｐ12） 

 

3.金融・為替 

□中国人民銀行によると、2019年第 1四半期の社会融資規模増量は 8兆 1,800億元で、前年同期比 2兆

3,400億元増加した。また、3月末時点のＭ2残高は 188兆 9,400億元で、前年同期比 8.6％増加し、昨年

3月以来の高値を記録した。（4/19経済日報ｐ10） 

■中国銀行は 17日、東京で人民元クリアリング銀行を開業した。これにより、日本における人民元決済業務

が正式にスタートした。（4/18人民日報ｐ17） 

□中国銀聯（チャイナ・ユニオンペイ）が 22日に発表した「中国銀行カード産業発展報告（2019）」によると、

2018年の銀聯カードの累計発行枚数は世界一で、75億 9,000万枚を超えた。（4/23人民日報ｐ12） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□第 125回中国輸出入商品交易会（広州交易会）が 15日、広州で開幕した。国内企業 2万 4,846社と 38

か国・地域からの海外企業 650社が参加した。うち、展示を行った「一帯一路」沿線国・地域からの企業は

383社で、全体の 60％に占めた。（4/16人民日報ｐ2） 
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□高峰・商務部報道官は 18日、第 1四半期に新規設立された外資企業は 9,616社、外資利用実績は前年

同期比 6.5％増の 2,422億 8,000万元であったと発表した。（4/19国際商報ｐ1） 

□農業農村部によると、大陸と台湾との農産物貿易は 2012時点の 23億 1,400万ドルから 2018年時点の

37億 7,300万ドルに達した。現在、大陸の農林水産業に投資している台湾系企業は計 998社に達した。

（4/17経済日報ｐ3） 

□米国が提訴した中国の小麦、米、トウモロコシの 3種類の農産物の輸入関税割当制度を巡る紛争解決訴

訟について、世界貿易機関（WTO）が 18日、中国の管理措置が加盟時の約束に違反するとの判断を示し

たことについて、商務部は「遺憾である」と表明した一方、WTOが、中国には割当の分配と再分配の詳細を

公示する義務があるとする米側の主張を却下したことについて、「歓迎する」と表明した。（4/22国際商報ｐ

1） 

□アジアインフラ投資銀行（AIIB）は 22日、同行理事会がコートジボワール、ギニア、チュニジア、ウルグアイ

の加盟を承認したと発表した。これにより、同銀行の加盟国は 97か国になった。（4/23国際商報ｐ1） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□財政部によると、今年第 1 四半期、中国の国有企業および国有持株企業の利益総額は前年同期比

15.6％増の 8,197 億 7,000 万元だった。また、同期の一定規模以上の工業企業の付加価値は前年同期比

で 6.5％増加し、伸び率は昨年第 4四半期を 0.8ポイント上回った。（4/24経済日報ｐ3） 

 

6.農業・農村 

□農業農村部によると、第 1 四半期、中国の第一次産業の付加価値額は 8,769 億元に達し、前年同期比

2.7％増加した。農村住民の一人当たりの可処分所得額は 4,600 元に達し、実質伸び率は 6.9％だった。

（4/24人民日報ｐ12） 

□農業農村部と財政部は 16日、「2019年度農業振興・支援重点政策」を共同で発表、農業生産の発展・流

通や農業資源の保護・利用、農地整備、農業科学技術分野の人材支援、農業災害の防止・軽減、農村建

設など 37項目からなる支援強化の方針を示した。（4/23経済日報ｐ7） 

 

7.労働・社会保障 

□国務院弁公室はこのほど、「養老サービスの発展推進に関する意見」を発表、行政管理サービス改革の

深化、養老サービスの投資・資金調達ルートの開拓、養老サービス関連雇用の創出など 6つの方面での 28

項目の具体的措置を打ち出した。（4/17人民日報ｐ2） 

 

8.環境・エネルギー 

□国家発展改革委員会及び水利部は 15日、「国家節水行動方案」を発表し、2035年をめどに中国の水資

源節約と循環利用レベルを世界先進レベルまで引き上げる方針を示した。（4/19人民日報ｐ4） 

□国家エネルギー局によると、中国の今年第 1四半期の電気使用量は 1兆 6,800億キロワット時で、前年同

期比 5.5％増加したものの、伸び率は前年同期を 4.3ポイント下回った。（4/23中国経済時報ｐ2） 

 

9.主要国との経済関係 

■習近平・国家主席は 24日、北京で日本の首相特使として訪中した二階俊博・自民党幹事長と会見し、日
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本の「一帯一路」共同建設へのより積極的な参加を希望すると表明した。（4/25人民日報ｐ25） 

□習近平・国家主席は 24日、北京でピニェラ・チリ大統領と会談を行い、「一帯一路」の重要パートナーとし

ての同国との関係を更に新たなステップに押上げ、鉱業やクリーンエネルギー、情報通信、電子商取引、科

学革新、南極地域の科学探査など分野での協力を強化していきたいと指摘した。（4/25人民日報ｐ1） 

□習近平・国家主席は 24日、北京でミャンマーのスー・チー国家顧問と会見し、「一帯一路」建設の枠組の

元での協力を強化し、中国・ミャンマーの経済回廊建設を加速していきたいと表明した。（4/25人民日報ｐ1） 

□習近平・国家主席は 24日、北京で国際通貨基金のラガルド専務理事と会見し、同機構の「一帯一路」建

設への支持を称賛したとともに、今後における双方の協力を更に強化していきたいと表明した。（4/25人民

日報ｐ1） 

□習近平・国家主席は 25日、北京でバトトルガ・モンゴル大統領と会談し、「一帯一路」と「開発の道」の連

携を積極的に推進し、二国間における貿易構造の最適化に努めることを強調した。（4/26人民日報ｐ1） 

□新華社研究院が 15の国内外のシンタンクと共に立ち上げた「一帯一路」国際シンクタンク協力委員会が

24 日に北京で設立された。同委員会は、関連各国・地域・組織の専門家らにサービスを提供し、「一帯一路」

関連の研究事業と思想の交流を推進することを目的としている。（4/25人民日報ｐ4） 

□中国標準化研究院が主宰するオンライン「一帯一路」共同建設各国標準情報プラットフォームが 23日に

始動した。（4/24経済日報ｐ3） 

□25日、習近平・国家主席は北京でドゥテルテ・フィリピン大統領と会見した。習主席は、中国・

フィリピンが「一帯一路」共同建設の枠組みの中で、両国および地域各国の相互接続〈コネクティ

ビティー〉と発展を深めることを願っていると述べたうえで、中国が麻薬取り締まり、テロ対策な

どの問題でフィリピンを支持する旨表明した。会見後、両元首は二国間協力文書調印に立ち会った。

（4/26人民日報ｐ1） 

□26日、習近平・国家主席は北京でプーチン・ロシア大統領と会見。習主席はロシアが「一帯一路」

共同建設の重要な協力パートナーであるとしたうえで、今後も経済貿易・エネルギー・科学技術・

インターネットの相互接続等の分野で協力を継続していく旨表明した。（4/27人民日報ｐ1） 

□27日、習近平・国家主席は北京でコンテ・イタリア大統領と会見。習主席は中・イタリアの「一

帯一路」協力は中欧の「一帯一路」共同建設の模範であるとしたうえで、今後も双方の協力を強化

していく旨表明した。（4/28人民日報ｐ2） 

 

※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。 


