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中国経済週報（2019.8.22～8.28） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

１．中央財経委員会第 5回会議が開催                      

●26日、習近平・国家主席・中央財経委員会主任は、中央財経委員会第 5回会議を招集

(第 4 回会議は今年 4 月 22 日)。李克強・国務院総理、王滬寧・中共中央政治局常務委

員、韓正・国務院副総理が出席した。 

●席上、習主席は重要講話を発表。各地域の条件に基づき、優位性の相互補完と質の高

い発展を実現する地域経済の配置を行わなければならないと指摘。力を結集させて大事

に取り組む制度的優位性と極めて大規模な市場の優位性を十分に発揮し、産業基盤の高

度化、産業チェーンの現代化という堅塁攻略戦にしっかりと取り組まなければならない

と強調した。 

●会議の主な内容は以下のとおり。 

(1) 現在、中国の地域発展状況は良好であるが、同時に、経済発展の在り方において大

きな変化が発生しており、中心都市と都市群が発展を担う主要ファクターになってい

ると指摘 

(2) 全国で統一的に開放し、競争をさせ、資源配分において市場に決定的な役割を担わ

せることで、市場の一体化という発展メカニズムを健全化し、地域の協力メカニズム

を深化させることを強調 

(3) 中国の製造業の制度的優位性と極めて大規模な市場の優位性を発揮するとともに、

政府による牽引と市場メカニズムとの結合を堅持 

(4) 「強固・増強・向上・円滑(巩固、増強、提升、暢通)」の方針の下、「産業的基盤

を再構築し、プロジェクトの重点を明確化し、組織の分類化を行い、産業構造の増強

を強調 
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２．国務院常務会議が開催                  

●21日、李克強・国務院総理は国務院常務会議を開催。会議では、①全国の自由貿易試

験区における「証照分離」改革を大幅に拡大、②高齢者介護サービスの供給拡大・関連

消費の促進、③豚肉価格を安定させるための措置の実施を決定した。①と③の主な内容

は以下のとおり。 

●①全国の自由貿易試験区における「証照分離」改革： 

今年 12 月以降、全国の自由貿易試験区で「証照分離(注)」改革を大幅に拡大することを

決定。中央政府が定める企業経営の許認可項目 523件全てを対象とする。同改革は 2016

年 4月、上海市の浦東新区で試験的に始まり、2018年 11月からは 106件の許認可項目

に対象を限定し、全国で実施されてきた。 
(注) 企業の営業に関する許認可手続きを簡略化する措置。「証」は各産業の主管部門による経営許可証、「照」は工商当局が交付する営業許可証を指

すが、同措置は「証」と「照」とを切り離し、主管部門の許認可(「証」)を待たずに営業許可証を取得できるようにしたもの。 

●③豚肉価格の安定措置の実施： 

会議では豚の生産安定による、豚肉の安定的な供給は、「三農」発展、国民の生活と物価

安定に関する事柄とし、以下の内容を決定した。 

(1) 豚の生産を再開するための総合的施策を決定(アフリカ豚コレラに感染した豚の強

制的殺処分の補助金交付を加速、効果的に豚の飼育量の増加を誘導等)  

(2) 地方政府は直ちに行き過ぎた養豚の禁止・制限規定を撤廃 

(3) 大規模飼育を発展させ、農家の養豚を支援(養豚付属施設用地の上限を 15ムーとす

る規定撤廃)  

(4) 動物防疫システムの構築を強化し、疫病予防・制御能力を強化  

(5) 豚肉の供給を保障し、各地の豚肉の備蓄を増加 

３．海南自由貿易港に関する会議が開催                    

●22日、韓正・国務院副総理・海南全面改革開放深化推進指導小組組長は海南自由貿易

港に関する会議を開催した。海南自由貿易港政策制度体系の段階的研究成果に関する報

告の聴取、次の段階における重点的取組の検討と手配が行われた。胡春華・国務院副総

理、何立峰・国家発展改革委員会主任のほか、海南全面改革開放深化推進指導小組メン

バー、領導小組弁公室、関連部門責任者が会議に出席した。 

●会議における韓副総理の主な発言は以下のとおり。 

(1)世界最高レベルの開放をベンチマークとし、手順に沿って、段階的に海南自由貿易

港の建設を促進 

(2)貿易・投資の自由化・円滑化の推進を巡り、全方位対外開放という要求にかなった

金融・租税政策制度の枠組みづくりを模索 

(3)産業の発展方向を明確に示し、観光業、現代サービス業、ハイテク産業の発展に尽

力し、実体経済のファンダメンタルズを固め、経済の革新力と競争力を増強 
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４．国務院が 20項目の消費拡大策を発表                        

●27日、国務院弁公庁は「流通発展加速・商業消費促進に関する意見」(以下、意見)

を発表した。流通のイノベーションを進め、消費環境の最適化を図り、商業の繁栄を

促し、国内の消費潜在力を喚起し、消費需要を一層満たし、国民経済の持続的で健全

な発展を図るため、「意見」は消費予測を安定させ、消費拡大をはかる 20項目の政策

措置を提起した。 

●消費拡大策の主な内容は以下のとおり。 

(1) 流通の発展を刷新：新たな情報通信技術等を活用し、流通の新業態、新モデルの

発展を促進、歩行者街の整備等 

(2) 消費の目玉を育成：自動車消費の潜在力を刺激、段階的に規制緩和等の措置を推

進。新エネルギー車の購入を支援し、中古車の流通を促進 

(3)「放管服(行政のスリム化と権限委譲)」改革の深化：チェーンのコンビニエンスス

トアの発展を加速し、食品経営許可条件の最適化を模索。夜間営業の活発化、図

書、新聞、雑誌発行販売の審査認可要件を緩和、良質な海外商品に対する需要に対

応等 

(4) 財政・税務と金融サポートの強化：流通企業のコスト費用を低減し、工業用と商

業用の電力料金とを一本化等 

(5) 市場流通環境の最適化：オンライン・オフラインの権利侵害・偽物商品の販売や

虚偽広告等の違法行為を厳罰化等 

５．「大湾区 5G産業連盟」が成立                             

●21日、「大湾区 5G産業連盟」（以下、連盟）の成立式典が香港にて開催。連盟は、中

国移動（チャイナモバイル）香港、中国移動広東、澳門電訊（CTM）、広東省通信業協会

が共同で提唱し設立したもの。リソースの共有プラットフォーム構築による「粤港澳大

湾区（広東・香港・マカオビッグベイエリア）」での技術や製品の研究開発の推進や、ベ

イエリアのスマートシティ群の発展促進を目的とする。式典ではまた、「広深港高速鉄

道」全線で、第 5世代（5G）移動通信システムのサービスが受けられるようにすること

が発表された。 
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６．第 12回中国・北東アジア博覧会が開催                        

●23日、第 12回中国・北東アジア博覧会が吉林省長春で開幕。胡春華・国務院副総

理、王受文・商務部副部長、巴音朝魯・吉林省党委書記、景俊海・吉林省長のほか、

関芳弘・経済産業副大臣や各国の政府高官が出席した。博覧会には、約 20カ国の企

業・団体、中国国内の民間企業等による、1,300を超えるブースが出展した。 

●博覧会当日、習近平・国家主席が祝賀書簡を寄せた(胡副総理が代読)。主な内容は

以下のとおり。今回の博覧会は「相互信頼・協力を増進し、北東アジアの素晴らしい

未来を切り開く」をテーマとし、地域の繁栄・発展の実現に対する関係各国の一致し

た期待を反映している。各国政府、機関、企業代表がこのプラットフォームをうまく

活用し、共通認識を結集し、協力を推進し、成果を広げ、北東アジアの新たな輝かし

い未来を一緒に切り開くことを希望する。 

●同日、当該博覧会のイベントとして、北東アジア地域における経済貿易協力につい

て各国要人が講演する「第 10回北東アジア協力ハイレベルフォーラム」が開催され、

約 1,200名が出席した。フォーラムでは、関経済産業副大臣が、最近の日中協力の紹

介や、日本と中国東北地域との経済協力の強化等についてスピーチを行った。 
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７．米中経済貿易関係                          

中国、第 4弾追加関税措置を発表  

●23日、中国国務院関税税則委員会は、既に関税を課しているものを含む米国製品 750

億ドル相当の輸入品(5,078品目)に対し、既存の関税率に上乗せし 10％または 5％の追

加関税賦課を決定、9月 1日及び 12月 15日の 2回に分けて実施すると発表。声明にお

いて、米国が 8 月１日に発表した第 4 弾追加関税措置等に対し、「中国は反撃措置を取

らざるを得ない」と表明した。 

米国産自動車への追加関税復活を発表 

●23日、中国国務院関税税則委員会は、今年 1月以降暫定的に停止していた米国産自動

車及び自動車部品に対する最大 25％の追加関税賦課を、12月 15日より復活させると発

表。 

米国、対中追加関税率引上げを発表 

●23日、トランプ・米大統領は自身のツイッターにて、中国による知的財産侵害を批判

し、「偉大な米国企業に対し、米国に事業を戻し、米国内で生産することも含め、中国の

代わりを即時模索し始めるよう命じる」と発言。また、中国による対米第 4弾追加関税

に対し、「今日の午後、中国の関税に応えよう」と述べ、対中追加関税措置第 1 弾から

第 4弾までの合計約 5,500憶ドル相当の中国製品に対する関税率を、さらに 5％ずつ引

き上げると表明した。 

●これを受けて、同日、米通商代表部（USTR）は、(1) 対中追加関税措置第 1～3弾（2,500

憶ドル相当の中国製品）への追加関税を、10月 1日より現行の 25％から 30％へ引上げ、 

(2) 9月 1日及び 12月 15日に実施予定の第 4弾（3,000憶ドル相当の中国製品）への

追加関税を、当初予定の 10％から 15％に引上げ。 

米国による追加関税率引上げ措置に関する中国側反応 

●23 日に米国が発表した 5,500 億ドル相当の中国製品に対する追加関税率引上げにつ

いて、24日、中国商務部は、「断固として反対」、「米国が即刻誤った方法を停止するよ

う強く求める」と表明した。 

●また、26 日、中国外交部定例記者会見にて、耿爽副報道官は、23 日のトランプ大統

領発言（米国企業の中国からの撤退或いは米国への回帰要求）に関し、米中は「国交樹

立以来 40 年に渡り、切り離せない利益構造と互恵・ウィンウィンな関係を形成してい

る。米中経済のデカップリングを強行することは世界の産業チェーン、サプライチェー

ンの安全を脅かし、国際金融市場の混乱を導き、国際貿易と世界経済の成長に危機をも

たらす」、「米国企業による中国市場からの撤退というのは、政治的スローガンにすぎず、

実際の措置ではないと考えている」と述べた。 

米大統領､交渉再開に言及 

●26日､トランプ大統領は記者会見において､「昨夜、中国側から電話があり、交渉のテ

ーブルに戻ろうと言ってきたので､テーブルに戻る予定､まもなく交渉を開始するだろ

う」と発言した。これを受けて、同日の中国外交部定例記者会見にて、耿爽副報道官は、

「私は把握していないし、聞いていない。」と回答した。  
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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 21 日、国務院常務会議を招集し、全国の自由貿易試験区で今年 12月 1日

から、企業の経営に関する許認可手続きを簡略化する「証照分離」改革の措置を大幅に拡大するこ

とを決定するとともに、高齢者介護サービスの供給を拡大し、関連消費の促進についての手配を行

った。また、会議は豚の生産安定と供給を保障し、価格の安定を維持する措置を確定した。（8/22

人民日報ｐ1） 

□マカオ特設行政区第 5代行政長官選挙が 25日に行われ、賀一誠氏が 392票の高得票を獲得して

マカオ特別行政区の第 5代行政長官に選出された。（8/26人民日報 p1） 

□23日、国務院弁公庁は「国務院弁公庁による文化・観光消費の潜在力の喚起に関する意見」を発

表。今後、中国の文化・観光消費の質の向上、国民の消費意欲の増強を図る方針が示された。

(8/23中央人民政府 HP) 

□27日、習近平・中共中央総書記、国家主席、中央財経委員会主任は第 5回中央財経委員会会議を

主宰。相補的で高品質な発展を形成する地域経済の配置、産業の基盤的能力と産業チェーンのレベ

ル向上について討議した。(8/26人民網) 

 

2.財政 

□財政部によると、1～7 月の一般公共予算収入は 12 兆 5,623 億元で、前年同期比 3.1％増加した。

（8/21中国経済時報ｐ3） 

 

3.金融・為替 

□中国人民銀行は 20日、新たな規定に基づいて設定した貸出基礎金利（LPR）を発表した。LPRは

1年物で 4.25％、5年以上で 4.85％となっている。（8/21人民日報ｐ2） 

□孫国峰・中国人民銀行金融政策司司長は 20日、人民元為替レート予想は現在、安定しており、

今後も合理的な水準での安定が維持されるとの見解を示した。（8/21国際商報ｐ1） 

□中国人民銀行は 22日、「金融技術（Fin Tech）発展計画（2019-2021年）」を発表し、フィンテ

ックを全面的に向上させる方針を示した。（8/23経済日報ｐ4） 

□中国人民銀行は 25日、今年 10月 8日から新たな商業的な個人住宅ローンの利率(直近一ヶ月の

ローン市場の見積り利率（LPR）を基準にして設定)を発行すると発表した。（8/25中央人民政府

HP） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□20日、中国（上海）自由貿易試験区臨港新エリアが正式に開業。第一陣となる 13社の企業に営

業ライセンスが発行された。（8/21国際商報ｐ1） 

□会計大手プライスウォーターハウスクーパース（PwC）によると、今年上半期の中国企業による

合併・買収（M＆A）の総額は前年同期比 18％減の 2,644億ドルだった。同社は、中国企業による合

併・買収が来年から回復に向かうだろうとの見方を示した。（8/21中国経済時報ｐ1） 

□26日の国務院の政策定例記者会見において、国務院による「中国(山東)、(江蘇)、(広西)、(華

北)、(雲南)、(黒竜江)自由貿易試験区総合案」が発表された。（8/26中国経済網） 
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5.産業・企業（国有企業を含む） 

□「Intelligent Ecosystem for a New Open Era」をテーマとする「2019年世界ロボット大会」が

20 日に北京で開催された。工業情報化部によると、2018 年の中国の工業ロボット生産量は 14 万

8,000 台で、世界全体の 38％を占めた。また、同部傘下の中国電子学会が同日に発表した「中国ロ

ボット産業発展報告 2019」によると、今年のロボット市場規模は 86億 8,000万ドルで、うち、工業

ロボット市場規模は 57億 3,000万ドルに達する見通し。（8/21人民日報 p2） 

□工業情報化部によると、上半期、中国造船業界の建造量が 1,966万 CGT（標準貨物船換算トン数）

で、前年同期比 4.2％増加した。上半期の中国造船業界の建造量、新規受注量、手持ち受注量が世界

全体に占める割合はそれぞれ37.7％、51.8％と42.9％で、引き続き世界トップレベルに達している。

（8/21人民日報ｐ18） 

□「2018年中国アニメ業界研究リポート」によると、2018年の中国のアニメ産業の総生産額が 1,700

億元を突破した。（8/21経済日報ｐ7） 

□文化旅游部はこのほど、上海市に中国初のクルーズ客船観光発展モデル区の創設計画を正式に承

認した。（8/21経済日報ｐ7） 

□中華全国工商連合会は 22 日、2018 年売上高をベースにした中国民営企業の「2019 中国民営企業

500社ランキング」を発表した。通信設備大手の「華為（ファーウェイ）」が 7,212億元で首位にな

った。（8/23経済日報ｐ4） 

□銭克明・商務部副部長は 21日、多国籍企業指導者青島サミットの記者会見で、「現在、世界 500社

番付に入る企業のうち、約 490社が中国に投資しており、全体の約 98％を占める」と述べた。（8/22

国際商報ｐ1） 

□23日、第 12回中国・東北アジア博覧会の開幕式及び第十回東北アジア協力ハイエンドフォーラム

が吉林省長春で開催された。胡春華・国務院副総理が開幕式に出席し、習近平国家主席の祝電を読

み上げた。（8/23人民網） 

 

6.農業・農村 

□財政部、国務院貧困対策弁公室、農業資材購買本社は 20日、政府調達による貧困地域での農産物

買い付けを奨励する方針を示した。（8/21経済日報ｐ4） 

 

7.労働・社会保障 

□城郷住宅建設部によると、1～7月のスラム街住宅改造軒数は 207万棟で、年間目標の 71.6％を達

成した。関連投資額は 6,000億元余りだった。（8/22人民日報ｐ1） 

□国家統計局によると、中国の就業者数は 1949年の 1億 8,000万人から、2018年には 3.3倍増の 7

億 8,000 万人に増加した。うち、都市部の就業者数が 1949 年と比べて 27.3 倍増の 4 億 3,000 万人

に達した。（8/22国際商報ｐ1） 

 

8.環境・エネルギー 

□国家発展改革委員会は 20 日、21 日零時からガソリンとディーゼル油の小売価格をトン当たりそ

れぞれ 210元と 205元引き下げると発表した。（8/21国際商報ｐ1） 

□財政部によると、1～7月の環境保護税額は 165億元で、前年同期比 70.4％増加した。（8/21経済
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日報ｐ5） 

□黄玉治・国家炭鉱安全局局長は 21日、2018年の石炭生産量は 36億 8,000万トンで、1949年に比

べて 114倍増となった。また、炭鉱の採掘機械化率は 78.5％に達した。（8/22人民日報ｐ1） 

□李樹銘・国家林業草原局副局長は 21 日、記者会見で、中国の森林カバー率が 22.96％に達したこ

とを明らかにした。（8/22経済日報ｐ2） 

 

9.科学技術・イノベーション 

□「大湾区 5G 産業連盟」成立式典が 21 日に香港で開催された。魏明・中国移動（チャイナモバイ

ル）広東支社会長は式典で「中国移動と華為（ファーウェイ）が事業連携し、広州～深セン～香港を

結ぶ高速鉄道「広深港高速鉄道」の全線 5G フルカバーを実現する。同鉄道は国内初の 5G フルカバ

ー高速鉄道になる」と述べた。（8/22人民日報ｐ6） 

□23 日、国家インターネット情報弁公室は『児童個人情報インターネット保護規定』を発表。同規

定は今年 10月より施行され、全ての組織や個人に対し、児童の個人情報を侵害する情報を作成、発

表、放送することを禁じている。(8/23中央人民政府 HP) 

 

10.主要国との経済関係 

□高峰・商務部報道官は 22 日、定例記者会見で、「もしも米国が新たな追加関税措置を実施したな

ら、中国は相応の対抗措置を執らざるを得ず、国と国民の利益を断固として守る」と表明した。

（8/23国際商報ｐ1） 

□高峰・商務部報道官は 22 日、定例記者会見で、世界貿易機関がこのほど米国の反補助金措置に

対して下した裁定について、「米国が直ちに行動を取り、中国に対する反補助金調査における誤っ

たやり方を正すよう促す」と述べた。（8/23人民日報ｐ2） 

□国務院関税税則委員会は 23日、米国原産の約 750億ドルの輸入商品に対して関税を上乗せする

ことを決定した。（8/24人民日報ｐ3） 

□国務院関税税則委員会は 23日、米国で製造された自動車と部品に対する追加関税を再開するこ

とを決定した。（8/24人民日報ｐ3） 

□米国が 24日、5,500ドル相当の中国の対米輸出商品に対する追加関税の税率を更に引き上げると

発表したことを受けて商務部は、「米国の追加関税引き上げに断固として反対する」と表明したと

ともに、「中国は米国に対して誤ったやり方を即刻に正すことを求める。さもなければ、米国はそ

のむくいを負わなければならない」との考えを示した。（8/25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。 


