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中国経済週報（2019.6.20～6.26） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

１．マクロ経済・金融関連                  

国務院常務会議が開催 

●19日、李克強・国務院総理は国務院常務会議を開催。都市部の老朽団地の改築を推

進する方針を決定した。実態調査によると、都市部の改築が必要な老朽団地に居住する

住民は全国で 1億人以上に及んでいる。会議は、大衆は居住条件改善を強く希望してお

り、老朽団地の改築は重大な民生プロジェクトであるとともに発展プロジェクトである

と指摘した。方針の主な内容は以下のとおり。 

(1) 改築の基準と対象範囲を早急に明確化し、本年は一部の地区で試験的に改築を進め、

全国展開に向けた経験を蓄積 

(2) 統一的な調整を強化し、改築においては生活インフラ（水道・電気・ガス・光ファ

イバー等）を重点的に整備し、条件を満たす場合にはエレベーターや駐車場を追加。室

内のリフォームを促して消費を喚起 

(3) 投融資の仕組を改善し、本年は改築資金のために中央政府の補助金を手配するほか、

金融機関と地方政府の協力を奨励して、持続可能な方法で金融支援を強化 

(4) 老朽団地の改築を基礎として、介護・託児・医療・食事支援・清掃等のサービスを

発展 

●会議ではそのほか、農村の電力網の改善・高度化について、第 13次 5ヵ年計画（2016

－2020年）に示された任務を 1年前倒しで達成して農村振興を支援する方針を決定す

るとともに、農村の飲料水の安全性を向上させることを要求した。 

中共中央政治局会議が開催 

●24日、中共中央政治局会議が開催。習近平・中共中央総書記が主宰し、「中国共産

党機構編制工作条例」と「中国共産党農村工作条例」の審議が行われた。 

●会議では、「中国共産党農村工作条例」を党による農村管理を発揚するものであり、

党の農村工作に対する全面的リーダーシップ、農村における党の執政基礎を強化するも

のと位置づけた。 

●また、会議では、農村の党建設を強化させることで、党の主張を宣伝し、党の決定を

貫徹し、改革発展を推し進める堅強な戦闘堡塁にしなければならない、末端が更にしっ

かり大衆に奉仕することで大衆の不安や困難を取り除かなければならないことを強調

した。  
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２．李総理がグローバル CEO 委員会円卓サミットに出席    

●20日、李克強・国務院総理は北京でグローバル CEO委員会第 7回円卓サミットに出

席し、多国籍企業代表と会見した。サミットには、シュナイダーエレクトリック、ファ

イザー、ダイムラー・ベンツ、ノキア、ハイアットホテル・アンド・リゾーツ等、世界

の大企業ランキング 500 社に入る 20社近くの企業代表が出席した。 

●李総理は会見の中で以下のように述べた。（1）中国は揺るぎなく改革を深化させ、

開放を拡大し、市場化、法治化、国際化のビジネス環境を構築 （2）各国企業が対中投

資を引き続き拡大することを歓迎 （3）中国に登記している企業であれば国内外を問わ

ず平等に処遇し、知的財産権を含む全ての合法的権益を確実に保護 

●これに対して企業代表側は、中国と医療、金融、自動車、デジタル経済、5G、低炭素、

インフラ等、各分野での協力し、中国の発展の機会を享受することを希望する旨述べた。 

３．習主席の G20 大阪サミットへの出席発表             

●23日、陸慷・外交部報道官は、安倍晋三・日本国首相の招きに応じ、27－29日に大

阪で開催される第 14回主要 20カ国・地域首脳会議（G20大阪サミット）に、習近平・

国家主席が出席すると発表。 

●24日、外交部は、習主席の G20大阪サミット出席についてメディアブリーフィング

を実施。張軍・外交部部長助理、鄒加怡・財政部副部長、王受文・商務部副部長兼国際

貿易交渉副代表、陳雨露・人民銀行副総裁が同ブリーフィングに出席。 

●張軍・外交部部長助理は、習主席が、サミットにおける 4つの全体セッション、BRICS

非公式首脳会議、中露印非公式首脳会議、及び中国・アフリカ指導者小会合に出席予定。

複数の国との間でバイ首脳会談も行う見込みである旨説明。
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４．米中経済貿易関係                        

米商務省が中国企業 5社をエンティティリストに追加 

●21日、米商務省産業安全保障局（BIS）は、スーパーコンピューター大手の曙光信息

産業（中国科学院系）のほか、天津海光先進技術投資（米半導体大手アドバンスト・マ

イクロ・デバイシズ（AMD）と合弁事業）など計 5社を、エンティティリスト※１に追加

すると発表。本措置は 24日から発効する。 

（※１米国の安全保障または外交政策の利益に反して行動すると判断された企業のリスト） 

米中閣僚が電話会談 

●24日、中国商務部発表によると、劉鶴・国務院副総理は求めに応じ、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実施。双方は経済貿易問題

について意見交換を行い、意思疎通を続けていくことに合意した。 

●25日、耿爽（Geng Shuang）外交部報道官は、外交部定例記者会見の中で、サミット

期間中の米中首脳会談に関し、「双方のチームが今まさに両国首脳の指示に基づき、会

談の手配について意思疎通を行っている」と述べた。これに先立ち、24日の G20大阪

に関するメディアブリーフィングにて王受文・商務部副部長は、サミット期間中の米中

首脳会談を前に「現在、両国の経済貿易チームは、協議を行っている」旨明らかにする

とともに、協議の原則は、WTO規則に合致し、互いに尊重し、平等互恵で、向き合って

進むものでなくてはならないと強調した。 

５．中国日本商会が『中国経済と日本企業 2019年白書』を公表   

●19日、中国日本商会が『中国経済と日本企業 2019年白書』を発刊。本白書は、中国

各地の商工会組織の日系企業（8,765社）が直面する課題の分析及び解決のための建議

を取りまとめたもの。今年度の主要な訴求点は、前年に続き「公平性の確保」であり、

第 13次五カ年計画に合わせて（1）近代的な市場体系の完備 （2）行政管理体制改革の

深化 （3）全面的開放に向けた新枠組みの完備を 3つの柱としながら、「投資」と「税

務」を重点分野として取りまとめ、同商会は、本白書を用いて、中国の中央及び地方政

府との対話に積極的に取り組む方針であり、在中国日本国大使館としても最大限の支援

を行っていくこととしている。なお、サマリー及び本文は同商会 HPにおいて閲覧可能。

(http://cjcci.org/cjecolist/eco2019/) 

●20日、高峰・商務部報道官は定例記者会見において、本白書に関する質問（（同商

会が）市場の一層開放と、外資企業を中国企業と同等な処遇を希望しているが、中国側

の見解いかん。）との質問に対し、「対外開放分野を一段と拡大する」としたうえで、

「中国が外商投資企業からの合理的懸念と問題を引き続き深く検討し、改革の度合いを

強め、より安定、公平、透明で、予測可能な投資環境の構築に努めていく」と回答した。
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６．劉副総理が独経済エネルギー大臣と会見           

●20日、劉鶴・国務院副総理はアルトマイヤー・独経済エネルギー大臣と北京で会見。

劉副総理は、双方が二国間及び多国間分野の実務協力を強化し、両国の企業と国民が真

の利益を得られるように図り、グローバル経済ガバナンスの改善を推進すること等を希

望する旨述べた。アルトマイヤー大臣は、中国との経済貿易関係の発展を重視しており、

中国との相互理解を増進し、双方がマルチ分野での協力を深めることを希望する旨述べ

た。 

７．屈農業農村部副部長が FAO の次期事務局長に選出       

●23日、ローマで開催された国連食糧及び農業組織大会第 41回会議において、屈冬玉・

農業農村部副部長が国連食糧農業機関（FAO）の次期事務局長に選出された。就任は今

年 8月 1日で、同機構において初の中国人事務局長となる。  
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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 19日、国務院常務会議を招集した。会議では、都市部の旧居住区の改造を進め

るための手配が行われたほか、農村振興のための電力ネットワーク改造・グレードアップを繰り上げ達成する

ための措置が決定された。この他、会議の中で李総理は、農村の飲料水安全レベルの定着、向上を求めた。

（6/20経済日報ｐ2） 

□李克強・国務院総理は 20日、北京でグローバル CEO委員会第 7回円卓サミットに出席し、多国代表と

会見。各国企業が対中投資を引き続き拡大することを歓迎する旨表明したほか、知的財産保護を含めた各

国企業の合法的権益を切実に守ることを強調した。（6/21人民日報ｐ2） 

□陸慷・外交部報道官は 23日、習近平・国家主席が安倍晋三首相の招きで、27日－29日まで大阪で開か

れる主要 20か国・地域（Ｇ20）首脳第 14回サミットに出席すると発表した。（6/24人民日報ｐ1） 

□24日、中共中央政治局は中共中央政治局会議を開催、「中国共産党機構編制工作条例」と「中国共産

党農村工作条例」を審議した。会議は習近平・中共中央総書記が主宰した。会議では「中国共産党農村工

作条例」の審議にあたり、「三農」問題の解決を党全体の重要な仕事の中でも特に重要なものとし、農業農

村の優先的発展を堅持し、都市農村の融合的発展を推進し、貧困脱却の難関攻略の仕事に精力を集中す

ること等を強調した。（6/24新華網） 

 

2.財政 

□14日、財政部は 1～5月の財政収入が 8兆 9,919億元で、前年同期比 3.8％増加したと発表した。（6/19

人民日報ｐ2） 

□17日、財政部は 1～5月の地方政府債券の発行額が 1兆 9,376億元だったと発表した。（6/21国際商報

ｐ5） 

 

3.金融・為替 

□国家外国為替管理局が 20日発表したデータによると、5月の銀行の外貨決済は 4月と比較して 4％増加

し、外貨売りは 7％減少、外貨売買は 62億ドルの買い越しとなった。同局の王春英報道官は同日、「5月の

中国の外貨収支は安定しつつ好転し、外国為替市場は落ち着きを維持した」と述べた。（6/21経済日報ｐ

3） 

□中国人民銀行が 20日発表した調査報告によると、第 2四半期、現行の通貨政策が「適度」と考える銀行

家の割合は 83.4％だった。（6/21国際商報ｐ1） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□19日、第 6回中国・ロシア博覧会が閉幕した。同博覧会における輸出入契約金額は 1,700億元に達し、

調印された意向書、協定書が 380件だった。（6/20人民日報ｐ14） 

□19日、第 1回中国・中東欧国家博覧会が寧波で開催された。調印された双方向の投資プロジェクト 68件、

契約投資額は 194億ドル（1,340億元）に達した。（6/20人民日報ｐ14） 

□19日、商務部は米国、韓国、EU原産のエチレンプロピレンゴムに対する反ダンピング調査を即日実施す

るとの公告を出した。（6/20国際商報ｐ1） 

□19日、商務部は米国原産の輸入トウモロコシ蒸留粕の反ダンピング・反補助金措置を継続するとの再審
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公告を出した。（6/20国際商報ｐ1） 

□高峰・商務部報道官は 20日、6月末までに新版「外商投資ネガティブリスト」を公表することを明らかにし

た。（6/21国際商報ｐ1） 

■20日、高峰・商務部報道官は中国日本商会が 19日に発刊・発表した「中国経済と日本企業 2019年白書」

についてコメントを発表、「中国は外商投資企業からの合理的懸念と問題を引き続き深く検討し、より安定・

公平・透明・予期可能な投資環境の構築に努めていく」と述べた。本白書は第 1部の「中国経済と日本企業

の現状」、第 2部の「共通課題・建議」、第 3部の「各産業の現状・建議」、第 4部の「各地域の現状・建議」

の 4部構成。本年は、第 2部の第 2章「投資」及び第 4章「税務」が重点分野に位置づけられている。（6/21

国際商報ｐ1） 

□21日、米国商務省は安全保障上懸念のある「エンティティー・リスト（EL）」に、中国政府系のスパコン大手

である曙光信息産業等の計 5社を追加すると発表した。今回の決定により、今後、これらの企業は米国のサ

プライチェーンからの部品購入が禁止される。なお、本措置は今月 24日より実施される。（6/22中央電視

網） 

□21日、商務部国際貿易経済協力研究院の主催により、湖北省武漢にて第一回中国自由貿易試験区発

展フォーラムが開催された。フォーラム期間中、商務部国際貿易経済協力研究院は一冊目となる「中国自

由貿易試験区発展報告」を発表、その中で 2018年末までに、11の自由貿易試験区（海南事由貿易試験区

を除く）で累計 61万の企業が新たに設立され、その内、3.4万が外資企業であるとした。（6/23中央人民政

府 HP）。 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□18 日、「中国鉄路総公司」が国務院の承認を受け、「中国国家鉄路集団有限公司」に改名した。「中国国

家鉄路集団有限公司」は中華人民共和国公司法に則って設立された国有独資会社となった。（6/19 人民

日報ｐ10） 

□中国国家鉄路集団有限公司によると、中国の今年 1～5 月の鉄道輸送は旅客が前年同期比 1 億 1,800

万人増の延べ 14億 3,600万人、貨物が 13億 5,300万トンで、前年同期比 6,379万トン増加した。（6/20人

民日報ｐ14） 

□18 日、レアアース機能材料製造業イノベーションセンター成立大会が河北省雄安新区にて開催さ

れた。センターは 10余りの中国企業が共同で立ち上げた河北雄安レアアース機能材料イノベーショ

ン中心により設立されたもの。また、同社は 60余りの重点企業、大学、研究機関などと共同で「国

家レアアース機能材料イノベーション戦略連盟」を設立した。（6/19河北新聞網） 

 

6.労働・社会保障 

□中国共産党中央弁公庁はこのほど、今年 1月 23日に開かれた中央全面改革深化委員会第 6 回会議

で採択された「条件の厳しい辺地と現場への人材移動を奨励・導くことに関する意見」を発表し、

各地区・各部門に対し、実情に合わせ真剣に貫徹・実行するよう求めた。（6/20人民日報ｐ1） 

 

7.農業・農村 

□20日、2019中国国際綿花会議が山東省青島で開催された。戴公興・中国綿花協会会長は会議の中で、

2014～2018年、中国の平均綿花作付面積は 5,002万ムー、生産量は 568万トンで、世界全体の 23％を占
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めており、2019年も綿花の作付面積が 4,816万ムーに達しており、依然として安定していることを明らかにし

た。（6/21経済日報ｐ3） 

□農業農村部が 19日発表したデータによると、6月 19日までに、全国の卸市場における 28種類の野菜卸

価格がキログラム当たり 3.81元、前月比で 7.5％低下した。（6/21経済日報ｐ4） 

□屈冬玉・農業農村部副部長は 23日、イタリアのローマで開催された国連食糧及び農業組織大会第 41回

会議において国連食糧農業機関の次期事務局長に選出され、同機構において初の中国人事務局長とな

った。（6/24人民日報ｐ2） 

□20日、国家食糧・物資備蓄局は河南省鄭州において、全国食糧産業発展を加速推進するための第三回

現場経験交流会が開催された。交流会によれば、2018 年末までに、全国食糧産業経済統計に組み込まれ

た企業数は 2.3 万社に達し、食糧産業分野の年間生産総額は 3 億元を突破した。（6/22 中央人民政府

HP）。 

 

8.主要国との経済関係 

□高峰・商務部報道官は 20日、定例記者会見で中米の経済貿易協議について、「中米双方代表が両国首

脳の重要指示に従い、大阪での首脳会談に向けた準備作業を行う」と表明した。続けて 24日、外交部は、

習近平・国家主席が主要 20か国・地域（Ｇ20）首脳第 14回サミットに出席することに関し、内外メディアブリ

ーフを実施。張軍・外交部長助理、鄒加怡・財政部副部長、王受文・商務部副部長および陳雨露・人民銀

行副頭取がサミット関連状況を紹介した。また、同日、商務部は米中閣僚が両国首脳の指示に基づいて電

話会談を行い、経済貿易問題について意見交換を行った旨発表した。（6/21人民日報ｐ4ほか） 

□劉鶴・国務院副総理は 20日、北京を訪中したアルトマイヤー・独経済エネルギー相と会見し、二国間及

び多国間における双方の実務協力を一層強化することを希望する旨表明した。（6/21人民日報ｐ3） 

□17－19日、中国・ペルーの自由貿易協定グレードアップ第二回協議がペルーの首都リマで開催さ

れた。今回の協議では前回の協議内容をベースとして、サービス貿易、投資、税関手続きと貿易の

円滑化、知的財産権、Eコマース等の議題について全面的に突っ込んだ意見交換が行われた。（6/21

商務部 HP） 

□習近平・国家主席は 20日、平壌で金正恩・朝鮮労働党委員長と会談した。習主席は、「両国の戦略的な

意思疎通を強化し、重大問題について適時に踏み込む意見交換を行い、両国の発展に良好な環境を作り、

実務協力を更に拡大させ、両国の人民により良い福祉をもたらす必要がある」と述べた。（6/21人民日報ｐ

1） 

 

※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。 


