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＊において 

中国経済週報（2019.7.25～7.31） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

１．中共中央政治局会議が開催（経済関連）                

●30日、中国共産党中央政治局会議が開催（習近平・中共中央総書記が主宰）。会議で

は、当面の経済情勢の分析・検討及び下半期の経済運営の手配が行われた。上半期につ

いては、「経済は全体として安定」し、「主要なマクロ経済指標は合理的区間を保持」し、

「供給側構造改革が持続的に推進」され、「雇用は比較的十分で、的確な貧困脱却が秩

序よく実行」、「質の高い発展を推進するプラスの要素が増えている」等総括しつつも、

「目下、我が国の経済発展は新たなリスク・試練に直面し、国内経済は下振れ圧力が増

大している」と指摘した。 

●下半期の経済運営に関し要求された主な内容は以下のとおり。 

（1）供給側構造改革を主軸に据えることを堅持 

（2）国内需要の潜在力を掘り起こし消費を拡大 

（3）製造業への投資を安定させ、インフラ建設を実施（都市部の老朽団地改造、都市

の駐車場、コールドチェーン物流施設建設等ボトルネックの解消、情報ネットワ

ーク等新型インフラ建設の加速的推進） 

（4）経済貿易摩擦に効果的に対応、「六つの安定」（雇用、金融、貿易、外資、投

資、予想の安定）への全面的な取組 

（5）金融の供給側構造改革を推進、製造業、民間企業への中長期融資増加を誘導 

（6）科創ボードの位置付けを堅守、登録制を確実に実行に移し、上場会社の質を向上 

（7）不動産を短期の経済刺激の手段としない 

（8）優れた成果で中華人民共和国成立 70周年を祝賀 

２．中共中央党外人士座談会が開催                     

●29日、中共中央委員会は党外人士座談会を北京にて開催（習近平・中共中央総書記

が主宰）。座談会では、当面の経済情勢と下半期の経済運営について、各民主党派中

央委員会、全国工商連責任者及び無党派人士代表の意見・提案を聴取し、習総書記が

重要演説を行った。演説において習総書記は、「目下、我が国の経済情勢全体は好調

だが、経済発展が直面している国際環境と国内条件には深く複雑な変化が発生してい

る」としたうえで、「中国経済が長期的に上向く傾向に何ら変わりはないことを見る

べき」、「供給面の構造改革を断固として深め、新たな経済成長ポイントを育成し、

質の高い経済発展を着実に推進する」と述べた。 

●座談会には丁薛祥、劉鶴、孫春蘭の各中央政治局委員、尤権・中共中央書記処書記

らが出席した。 
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３．第 9回中央全面改革深化委員会が開催           

●24日、中共中央全面改革深化委員会第 9回会議が開催（習近平・国家主席・同委員会

主任が主宰）。習主席は、既得権益を守る垣根を断固として排除し、より的確かつ創造

的な改革措置を打ち出すよう求めた。会議では「知的財産権の保護を強化するための意

見」、「農村の公共インフラ管理保護体制の改革のための意見」、「中国－上海協力機

構 地方経済貿易協力モデル区建設の全体計画」等が承認された。 

●「知的財産権の保護を強化するための意見」では、知財の審査・認可、行政の法執行、

司法による知財の保護、仲裁・調停、業界の自主規制等のプロセスにおいて、知財保護

の取組を改革・完備するとした。 

●「中国－上海協力機構 地方経済貿易協力モデル区建設の全体計画」では、「一帯一

路」新ユーラシアランドブリッジ経済回廊と海上協力における新たなプラットフォー

ムとして、青島に同モデル区を建設するとした。 

４．マクロ経済関連                     

中小企業発展工作促進指導小組会議が開催 

●25日、劉鶴・国務院副総理の主宰により、国務院中小企業発展工作促進指導小組（組

長：劉鶴副総理）第 3回会議が開催。工業情報化部による中小企業の発展の全体状況や、

国務院の「中小企業の健全な発展促進のための指導意見」の実行状況等を聴取した。 

●会議では、党中央及び国務院は、中小企業の発展を非常に重視していると強調、各地

区・各部門は中央の決定を徹底して実行し、中小企業の発展を促進するよう求めた。 

胡春華副総理が寧夏回族自治区を視察 

●26-27日、胡春華・国務院副総理兼貧困救済開発指導小組組長は、寧夏回族自治区固

原市の西吉県、原州区、隆德県を訪問。極貧地区の「三保障」（義務教育、基本医療、

住居の安全の保障）及び水の安全状況を把握すると共に、「対口支援」（発展する東部

沿海省・市が、経済・技術協力や人材交流等により、貧困地区の脱貧困支援を行う政策)

や産業発展による脱貧困の取組を視察した。 

26部門が共同で消費促進政策に取り組む部局間会議が発足 

●23日、国務院は、発展改革委員会を中心とする「消費促進体制・構造を整備する部局

間会議」の設立を承認。同会議設立の主な目的は、「消費を促進する体制・構造を整備

し、個人消費の潜在力を更に喚起することについての若干の意見」（2018年 9月 20日

発表）を徹底して実行し、消費促進のため、統一的計画及び共同歩調を強化することと

した。会議のメンバーは、何立峰・発展改革委員会主任（招集人）を始め、発展改革委

員会副主任、商務部副部長、市場監管総局副局長など 26部署の 27人で構成され、共同

で消費の拡大・高度化のための分析、重点作業の手配、政策措置の実行等に取り組む。 
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５．国家海外知的財産権紛争対応指導センターが設立      

●10日、国家海外知的財産権紛争対応指導センターが北京にて設立。甘紹寧・国家知

識産権局副局長、盧鵬起・中国国際貿易促進委員会副会長が除幕式に参加した。同セ

ンターは、国家知識産権局知的財産権保護司の指導により設立されたもので、国際化

戦略を進める中国企業が増加している状況下において、海外の知的財産権紛争の中で

企業が直面する問題点に焦点を合わせ、在外中国企業向けの指導・協力メカニズムを

構築し、中国企業の「走出去(積極的な海外進出)」における知的財産権紛争への防止

意識と対応能力を高めることを目標としている。なお、企業、個人はインターネッ

ト、電話、窓口の三つの方法によりセンターに支援を求めることができる。 

６．貴州省で土砂崩れが発生                 

●23日 21時 20分、貴州省六盘市で土砂崩れが発生。これまでに 21棟の家屋が埋没、

11人が死亡、42人が行方不明となっている。 

●災害発生後、習近平・国家主席は、「被災者の救助に全力を挙げ、国民の生命と財

産の安全を切実に守り、防災活動を強化するように」との重要指示を出した。また、

李克強・国務院総理も「最大の努力を尽くして死傷者を減らし、周辺の安全にかかわ

る潜在的な危険を全面的に取り除き、新たな地質災害と二次災害の防止に努める」よ

う指示を出した。これらの指示を受けて現在、応急管理部、自然資源部は共同救援チ

ームを現地に派遣し、救援活動を行っている。 

●25日、横井裕・在中国日本国大使より、孫志剛・貴州省党委員会書記、諶貽琴・貴

州省長に対し、哀悼とお見舞いの気持ちを伝える見舞い状を送付した。 

７．米中経済貿易関係                    

G20後、米国産大豆が中国向けに輸出 

●国家発展改革委員会と商務部はこのほど、米中両国元首が G20大阪サミットでの会

談の後、数百万トンの米国産大豆が既に中国向けに輸出されたことを明らかにしたう

えで、以下のとおり発表した。 

（1）7月 19日以来、一部の中国企業は新たな大豆、綿花、豚肉、高粱等の農産品の

調達につき、米国の卸売業者に対する価格交渉を実施。市場の条件に基づき、農

産品の調達についての交渉は既に成立 

（2）関連企業は既に米国産農産品に対する追加関税の取消を申請し、国務院関税税則

委員会はプロセスに従って手続を実施中 

（3）次のステップとして、中国の関連企業は米国の大豆、綿花、豚肉、高粱、小麦、

トウモロコシ、乳製品等の農産品の調達につき、引き続き価格交渉を実施予定 
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トランプ大統領が発展途上国の地位に関して WTOに見直しを要求 

●現地時間 26日、トランプ・米大統領は、米国が発展途上国と認識していない国が世

界貿易機関（WTO）で途上国としての扱いを受けているのは不公平だとして、ライトハ

イザー・米通商代表部（USTR）代表に対して、WTOに見直しを迫るよう指示した。ま

た、90日以内に「実質的な進展」がなければ、米国は一方的に途上国扱いをやめる可

能性がある旨表明した。 

●これを受けて 29日、華春莹・外交部報道官は、定例記者会見での関連質問に対し、

以下のように表明した。 

(1)WTOは全体のメンバーの普遍的な要望を尊重すべきであり、幅広く WTOメンバーの

調整によって決められるべきものである(特に多くの発展途上国の意見を尊重すべき) 

(2)中国は世界最大の発展途上国としてその地位を堅持するが、発展途上国の基本的利

益を主張しつつも、国際的な公平と正義を守る 

(3)今回の WTOにおける発展途上国の地位に関する米国側の言動は、米国のわがままや

利己主義をさらに暴露した。米国側が深く反省することを希望する 

第 12回米中閣僚級経済貿易協議が開催 

●30-31日、米中両国は上海にて、第 12回米中閣僚級経済貿易協議を開催(中国側：

劉鶴・国務院副総理、鍾山・商務部長他、米国側：ライトハイザー・通商代表部代

表、ムニューシン・財務長官他)。商務部の、31日のプレスリリースによると、米中

双方は両国首脳の大阪会談における重要な共通認識の要求に基づき、経済・貿易分野

において共に関心を寄せる重大な問題について率直で、高効率で、建設的な意見交換

を行った。双方はさらに、中国側が国内需要に基づいて米国からの農産品調達を増や

すことと、米国側が調達のために良好な条件を打ち出すことについて討議した。 

●また、31日、米大統領府は声明において、米中双方は、強制的技術移転、知的財

産、サービス、非関税障壁及び農業について議論し、中国側は米国産農産品の輸入増

にコミットすることを確認したと発表。 

●米大統領府によると、9月上旬、双方は米国にて次回の経済貿易閣僚級協議を行う

予定。 

８．各種統計の公表                      

●7月製造業PMI(NBS)～前月比0.3ポイント増（7月31日 国家統計局発表） 

 

 

 

 

 

●7月製造業PMI(財新)～前月比0.5ポイント増（8月1日 財新発表） 

 

 

                                           

7月製造業 PMI(財新) 

指数 49.9 

前月からの変化(pt) ＋0.5 

 

7月製造業 PMI(NBS) 

指数 
全体 大企業 中企業 小企業 

49.7 50.7 48.7 48.2 

前月からの変化(pt) ＋0.3 ＋0.8 ▲0.4 ▲0.1 
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■ ：日本関連記事 

1.概況・マクロ経済政策 

□習近平・国家主席兼中国中央全面改革深化委員会主任は 24日、同委員会第 9回会議を主宰し

た。習主席は、既得権益を守る垣根を断固として排除し、より的確かつ創造的な改革措置を打ち出

すよう求めた。会議では「知的財産権の保護を強化するための意見」、「農村の公共インフラ管理保

護体制の改革のための意見」、「中国－上海協力機構 地方経済貿易協力モデル区建設の全体計画」

等が承認された。（7/25人民日報ｐ1） 

□李克強・国務院総理は 24日、国務院常務会議を招集した。会議では、企業に対する規則違反の

費用徴収を、更に是正する措置を確定し、企業の不合理な負担を排除することが決まったほか、地

域の金融改革試行を深め、金融サービスの改革・開放と経済発展を促す能力を高める手配が行われ

た。（7/25経済日報ｐ2） 

□25日、国務院中小企業発展工作促進指導小組第 3回会議が開催され、劉鶴・国務院副総理、同領

導小組組長が会議を主宰し演説を行った。会議では、工業情報化部による中小企業の発展の全体状

況や、国務院の「中小企業の健全な発展促進のための指導意見」の実施状況等を聴取した。（7/28

中国政府網） 

□25日、韓正・国務院副総理は、「国務院政府機能の転換推進と「放管服」改革協調小組」の全体

会議を開催、「放管服」改革ビジネス環境最適化電話会議（6月 25日開催）での要求の深化を実行

し、次の段階の重点業務を検討・手配した。（7/25新華社） 

□26-27日、胡春華・国務院貧困救済開発指導小組組長は寧夏回族自治区固原市を訪問し、脱貧困

への取組業務を視察した。（7/27中国政府網） 

□27日、第 7回クブチ国際砂漠フォーラムが内蒙古自治区・オルドス市で開催された。習近平・国

家主席は祝電を打ち、「砂漠化防止は人類の永続的な発展に関係する偉大な事業である」と述べ

た。（7/27新華社） 

□国務院は 23日、「消費促進体制・構造を完全なものとし、個人消費の潜在力を更に喚起することについ

ての若干の意見」（2018年 9月 20日発表）を徹底して実行し、消費促進業務に対する統一的計画と共同

歩調を強化するため、国務院の同意を経て、「消費促進体制・構造を完全なものにする部局間会議」を立ち

上げた。会議は、何立峰・発展改革委員会主任（招集人）を始め、発展改革委員会副主任、商務部副部

長、市場監管総局副局長等 26部署の 27人で構成され、共同で消費の拡大・レベルアップのための

分析、重点作業の手配、政策措置の実行等に取り組む。（7月 23日中国政府網） 

 

2.財政 

□国家税務局が 23 日に発表したデータによると、上半期の新規減税・費用引下げ額は 1 兆 1、709

億元で、うち、減税額は 1兆 387億元だった。（7/24国際商報ｐ1） 

□財政部は 19 日、6 月に地方政府が発行した債券の総額を 8、996 億元と発表した。また、2019 年

6月末時点で、全国の地方債券残高は 20兆 5、477億元であった。（7/25中国経済時報 p3） 

 

3.金融・為替 

□中国銀行業協会がこのほど発表した「中国資産委託管理業界発展報告（2019）」によると、2018
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年、中国の銀行業の受託管理資産の規模は 145兆 7、600億元に達し、前年比 3.01％増加したが、

上昇幅は前年より 13ポイント縮小した。（7/26国際商報ｐ2） 

□26日、中国人民銀行は、我が国のファイナンシャル・インクルージョン（金融包摂）分野での融

資増加が引き続き加速しており、上半期は 1兆 4900億元増加し、前年同期より 5953億元増えたと

発表した。（7/26新華社） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□商務部は 23日、米国原産の輸入 NPA（プロパノール）に対する反ダンピング調査を開始したと発

表した。（7/24国際商報ｐ1） 

□商務部によると、今年上半期には中国の 12の自由貿易試験区の実行ベース外資導入額が 694億

7、000万元で、前年同期比 20.1％増加し、中国全体の実行ベース外資導入額の 14.5％を占めた。

（7/24経済日報ｐ3） 

□国務院によると、中国国家海外知的財産権紛争対応指導センターがこのほど正式に設立された。

同センターは、海外での対応が難しい点や問題点に焦点を絞り、在外中国企業向けの指導・協力メ

カニズムを設立することを目標としている。（7/25国際商報ｐ1） 

□商務部・中国アウトソーシング研究センターが 24日に発表した「中国製造業アウトソーシング

発展報告 2019年」によると、中国は既に世界最大の製造業アウトソーシング委託国となった。

（7/25国際商報ｐ1） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□財政部は 23日、国有企業の上半期の主要経済指標データを発表し、引き続き成長の形勢が維持さ

れているとの見方を示した。データによると、上半期の利益総額は前年同期比 7.2％増の 1兆 8、200

億 4、000万元だった。（7/24経済日報ｐ1） 

□2019 年版「フォーチュン・グローバル 500」がこのほど発表された。売上高トップ 500 のうち中

国企業は 129社に達した。（7/24国際商報ｐ1） 

□孫文剣・交通運輸部報道官は 23日、上半期の中国の水運・道路・航空分野の投資額は 1兆 3、698

億元で、前年同期比 4.8％増加したと発表した。旅客運送量は延べ 87億 5、000万人で、前年同期比

1.8％減少した。貨物運送量は 245億 8、000万トンで、前年同期比 5.9％増加した。（7/24経済日報

ｐ3） 

 

6.農業・農村 

□農業農村部はこのほど、全国アフリカ豚コレラ防止・コントロール活動テレビ会議を開き、各地

に対し、アフリカ豚コレラの再発生を防ぎ、豚肉の安定な生産・供給を確保するよう求めた。（7/25

経済日報ｐ3） 

 

7.労働・社会保障 

□貴州省で 7月 23日夜に土砂崩れが発生し、これまでに 11人が死亡し、42人が行方不明となって

いる。習近平・国家主席は、「被災者の救助に全力を挙げ、国民の生命と財産の安全を切実に守り、

防災活動を強化するように」との重要指示を下した。（7/25人民日報ｐ1） 
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□7月 24日、人力資源社会保障部が各地方の月給・時給最低基準の情報を発表した。発表によると、

今年 6月、上海、北京、広東、天津、江蘇、浙江省などの地域では、最低賃金（月給）を 2、000元

以上にした。（7/25経済日報ｐ3） 

□人力資源社会保障部は 25 日、今年上半期の都市部新規就業者は 737 万人で、年間目標の 67％を

達成したと発表した。6 月の全国都市部調査失業率が 5.1％で、政府活動報告の所期目標（5.5％）

を下回った。（7/26人民日報ｐ2） 

 

8.環境・エネルギー 

□国家エネルギー局によると、上半期の中国の原油生産量は 9、539 万トンで、前年同期比 0.8％増

加し、3年ぶりに上向きになった。天然ガスの生産量は 861億 1、000万立方メートルで、前年同期

比 10.3％増加した。（7/26国際商報ｐ1） 

 

9.科学技術・イノベーション 

□趙剛・国家知的財産権局副局長は 24 日、上半期の中国の特許発明授権件数は 23 万 8、000 件で、

前年同期比 9.9％増加したと発表した。商標登録件数は 351万 5、000件で、前年同期比 67.8％増加

した。（7/25人民日報ｐ4） 

□「北京星際栄耀空間科学技術有限公司」が開発した国内初の民営商業運搬ロケット「双曲星 1 号

遙一長安欧尚号」が 25日に酒泉衛星発射センターから打ち上げられた。（7/26経済日報ｐ1） 

□このほど発表された「2018年全国教育事業発展統計公報」によると、2018 年の基礎教育経費が 2

兆 9、251億元で、2012年より 74.1％増加した。（7/29人民日報ｐ1） 

 

10.主要国との経済関係 

□高峰・商務部報道官は 25日、中米経済貿易チームが 7月 30日から 31日まで上海で第 12回中米

経済貿易ハイレベル協議を行うと発表した。（7/26人民日報ｐ3） 

□国家発展改革委員会、商務部はこのほど、中米両国元首が大阪で会談した後、数百万トンの米国

産大豆が船積みされ中国に輸送されたことを明らかにした。（7/29人民日報ｐ3） 

 

 

 

※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。 


