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中国経済週報（2019.9.12～9.18） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

１．日中経済協会合同訪中代表団の来訪                             

●9-14日、宗岡正二・日中経済協会会長、三村明夫・日本商工会議所会頭、古賀信

行・日本経済団体連合会審議員会議長の率いる、230人の日中経済協会合同訪中代表

団が来訪。 

●11日、李克強・国務院総理と会見。李総理は、「世界経済が不確定・不安定な要素

を増す中、日中両国の協力強化は世界の繁栄と安定に資する」、「日本経済界が対中

投資を積極的に拡大し、協力分野を広げ、両国の経済貿易協力がより一層多くの成果

を得るよう促すことを歓迎する」と述べた。訪中団からは、(1)米中経済対立の交渉に

よる問題解決 (2)ビジネス環境の改善と確実な制度改革の実施 (3)イノベーションに

よるスマート社会実現等の日中協力の新展開 (4)東アジア地域包括的経済連携(RCEP)

の年内妥結、等への要望が出された。 

●なお、会見の席上、宗岡会長からは日中経済協会提言書が、三村会頭からは中国日

本商会白書が李総理へ手交された。 

●その他、同代表団は商務部、工業信息化部、国家発展改革委員会の関係者と会談を

行い、両国の今後の経済産業協力について意見交換を実施。また、一部の代表団は内

モンゴル自治区を訪問し、同自治区の幹部との会談を実施した。 

２．2019 北京国際園芸博覧会においてジャパンデーが開催                              

●2019北京国際園芸博覧会において、12日は「ジャパンデー(注)」を、同日から 14日

まで「ジャパンフェスティバル」を開催。 

●「ジャパンデー」では、両国代表挨拶(日本：石月英雄・在中国日本国大使館公使、

中国：張慎峰・中国国際貿易促進委員会副会長)、記念品交換、和太鼓と花いけパフォ

ーマンス等が行われたほか、日本展示館にて中山佳巳・フラワーデザイナーによる

「おもてなし」をテーマとした作品展示等が行われた。 

●「ジャパンフェスティバル」では、12日に花いけバトルステージ、13日に日本の縁

日と日本庭園ツアー、14日に記念シンポジウム(テーマ：「日本と中国における花と

緑－園芸や造園に関わる文化と伝統－」)が行われた。 

●なお、「ジャパンデー」当日、榊原定征・2025年国際博覧会担当大使（前経団連会

長）が、2025年に大阪で開催予定の万博についての PRを行った。 

(注)日本政府は、農林水産省と国土交通省が幹事省となり、北京市延慶区で 4 月 29 日から 10月 7 日まで開催さ

れている 2019 国際園芸博覧会に公式参加。開催期間中、参加各国はナショナルデーを設定することができ、日本

は 9 月 12 日を「ジャパンデー」として、セレモニーやレセプション等を実施。 
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３．国務院常務会議が開催                      

●9月 11日、李克強・国務院総理は国務院常務会議を開催。①基本的民生を更に保障す

る方針、②重大慢性疾患の患者の服薬負担を軽減する措置、③高齢者介護と医療の一体

的な発展を促進する措置が決定された。 

●①の主な内容は以下のとおり。 

(1)未就職大卒生の雇用支援、都市部の就労率や農民工の待遇改善に向けた就労形態の

柔軟化・多様化 

(2)今冬と来春の肉類・野菜・天然ガス等の安定供給、基本年金の期限内の満額支給 

(3)各部門は末端で大衆のニーズを把握し、民生に関わる突出した問題を整理・解決 

(4)教育・医療・介護・託児等の供給増加、都市部老朽団地の再開発等の重大案件を推進 

●②の主な内容は以下のとおり。 

(1)高血圧・糖尿病患者について、国の基本医療保険薬品目録の範囲内で外来投薬を統

一的に医療保険対象とし、保険負担割合を 50％以上に引上げ 

(2)条件を満たす地方は、保険支払の最低限度額を設けず、最高限度額は各地方が決定 

(3)慢性特殊疾患保障範囲に既に含まれる患者には、既存の政策を引き続き適用し、待

遇水準の維持を確保。国産の血圧・血糖値降下薬の価格低下と品質向上を推進 

(4)医薬品の調達制度の改善、長期処方制度の実施等、患者負担を軽減する複数の措置

を実施し、重大疾患の発生率低下と予防強化、医療保険基金の持続可能性に貢献 

４．2019 年国家サイバーセキュリティ宣伝週間が開始                            

●15日、「2019年国家サイバーセキュリティ宣伝週間」開幕式が天津で開催。開幕式に

て、黄坤明・中共中央宣伝部長が習近平・国家主席の重要指示を代読。重要指示では、

「サイバーセキュリティ宣伝週間を実施し、全人民のサイバーセキュリティ意識とスキ

ルを高めることが重要」、「安全・制御可能であること及び開放・革新をともに重視し、

広範な人民大衆のサイバー空間における獲得感、幸福感、安全感を向上させなければな

らない」とされた。 

●14-20日、本宣伝週間の主要活動として「2019年サイバーセキュリティ博覧会」が天

津梅江コンベンションセンターで開催。100社以上のサイバーセキュリティ及びインタ

ーネット関連企業が参加する。 

５．香港にて「一帯一路」サミットが開催                            

●11-12日、第 4回「一帯一路」サミットが香港にて開催。69の国と地域から政府関係

者、企業家等約 5,000 人が参加。林鄭月娥・香港特区行政長官は開会式で、「香港は中

国で最も国際化された都市であり、一国二制度の原則の下、戦略的に重要な地理的位置

にあり、中国内陸と『一帯一路』国家を結びつけることが可能」等述べた。サミットで

は、持続可能な金融、法律仲裁、リスク管理等の分野に関する分科会が開かれた。 
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６．李克強総理のロシア訪問                            

●16 日、李克強・国務院総理はロシア・サンクトペテルブルクを訪問。17 日に、メド

ベージェフ・ロシア首相と「第 24回中ロ首相定期会談」を実施。会談で李総理は、「一

帯一路」イニシアティブとユーラシア経済連合の更なる結合により、投資利便化水準の

引上げ、両国間貿易額を 2,000憶ドルまで倍増するとの目標の実現、エネルギー分野で

のビッグプロジェクト協力の確実な実行等を行いたいと表明。メドベージェフ首相は、

AI、ロボット等ハイテク分野での協力拡大、エネルギー、農・工業、航空宇宙、核エネ

ルギー等分野での協力において更なる成果の獲得を推進したいと表明。 

●会談後、両首相は「中ロ首相第 24回定期会談共同声明」に署名。また、投資、貿易、

農業、核エネルギー等 10余りの分野における二国間協力文書の署名に立ち会った。 

●18日、李総理はプーチン・ロシア大統領と会見。両者は首相定期会談の成果を確認す

るとともに、相互の開放の拡大の堅持、投資と市場参入の緩和、貿易規模の継続的な拡

大等について意見交換を行った。 

７．米中経済貿易協議                     

対米追加関税適用除外品（第 1回申請分）を発表 

●11 日、国務院関税税則委員会は、第 1 回目の対米追加関税適用除外品を発表。16 品

目（潤滑油、医療用レーザー加速器、飼料用魚粉、非イオン型界面活性剤など）が 17日

から 1年間、追加関税の対象から除外となる。本件については、6 月 3日-7月 5日の期

間、対米追加関税措置第 1～2 弾が対象とする米国製品 878 品目（計 500 億ドル相当）

について、中国企業より追加関税適用除外申請を受け付けていた。 

●これに対し 11日、トランプ大統領は記者団に対し、「意思表示であり、大きな動きだ」

と発言した。 

米国が 10月 1日実施予定の追加関税措置を延期 

●11日、トランプ・米大統領は、9月 23日に自身が発表した、対中追加関税措置第 1～

3 弾（2,500 憶ドル相当の中国製品）の関税率を 10 月 1 日より現行の 25％から 30％へ

引上げるとの措置を、2週間先送りして 10月 15日より実施すると発表。 

中国が米国産大豆・豚肉の買付け作業を開始 

●12日、中国商務部は定例記者会見にて、米国が関税引き上げを 2週間先送りしたこと

に対し、「米国の善意ある行動に感謝」、「中国企業は米国産大豆、豚肉の買付けに関し、

既に引き合いを開始した」と表明。 

●13日、国営新華社は、国家発展改革委員会及び商務部が、中国企業が米国より大豆と

豚肉を購入することを支持するとし、国務院関税税則委員会が、両製品への追加関税を

免除するとしたと報道。 

  



4 

劉鶴副総理が USCBC会長と会見 

●12日、劉鶴・国務院副総理は、グリーンバーグ・米中ビジネス協議会（USCBC）会

長と会見。劉副総理は、「米国が 10月１日からの追加関税を先送りすると発表したこ

とを歓迎」、「双方の事務レベルは翌週、共に関心を寄せる問題について真剣に意見を

交わすだろう」と述べた。グリーンバーグ会長は、「米ビジネス界は追加関税を望んで

おらず、経済・貿易の正常な往来の回復を望んでおり、そのために USCBCは積極的役

割を果たしたい」と述べた。 

米国にて次官級貿易協議を実施 

●17日、中国商務部は、廖岷・中央財経委員会弁公室副主任が 18日に団を率いて訪米

し、米国側と米中経済貿易問題について協議を行い、10月にワシントンで行う第 13回

米中閣僚級経済貿易協議のための準備を行うと発表。 

８．各種統計の公表                     

●8月生産、消費、投資～8月生産は前年同月比 4.4％増、前月から 0.4ポイント下降

（16日 国家統計局発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 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) 

1-8月 40.1 5.5 1-7月比▲0.2 23.7 4.9 1-7月比▲0.5 

※民間固定資産投資額の固定資産投資総額に占める割合：59.1％（7 月累計比▲1.2） 

 不動産開発投資 

額(兆元) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

1-8月 8.5 10.5 1-7月比▲0.1 

 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) 

1-8月 ▲0.6 1-7月比＋0.7 6.7 1-7月比＋0.5 

 

 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) 

8月 4.4 ▲0.4 

1-8月 5.6 1-7月比▲0.2 

 
 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(%) 

8月 3.4 7.5 ▲0.1 0.7 17.7 ＋0.7 19.2 

1-8月 26.2 8.2 1-7月比▲0.1 5.1 20.8 1-7月比▲0.1 19.4 
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●8月住宅価格～前年同月比 8.8％上昇（17日 国家統計局発表） 

 

 

 

 

 

 

 

●8月直接投資～1-8月累計の対中直接投資額は前年同期比 2.7％減（17日 商務部発

表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※9月 17日に中国商務部による対中直接投資データの変更が行われ、日本の対中直接投資も大幅

に下方修正されました（表内は 19日現在の公表データ）。 

 

●訪日中国人旅行者数～前月に続き単月で 100万人超（18日 日本政府観光局発表） 

 

 

 

 

 

 

  

 主要 70都市の新築住宅価格 

上 昇 横ばい 下 落 

8月 55（前月比▲5） 5（前月比▲2） 10（前月比＋7） 

 
 新築住宅価格(全国) 

前年同月比(％) 前月からの変化(pt) 前月比(％) 前月からの変化(pt) 

8月 8.8 ▲0.9 0.5 ▲0.1 

 

 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) 

8月 85.8 ▲2.7 ▲25.8 

1-8月 723.4 ▲2.4 1-7月比▲0.1 

 

 
 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) 

8月 104.6 0.3 ▲3.8 3.0 ▲9.1 ▲15.0 

1-8月 892.6 3.2 1-7月比 ▲0.4 30.0 6.0 1-7月比▲2.0 

 

 中国人訪日旅行者数 

人数（万人） 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

8月 100.1 16.3 ▲3.2 

1-8月 658.4 13.6 ＋0.5 
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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 11日、国務院常務会議を招集し、基本的民生の保障によりいっそう配慮し、

都市部住民の高血圧や糖尿病の診察・薬品費負担政策を打ち出し、数億人の患者の負担を軽減する

ことを求めた。また、医療・介護の結合発展を推進し、高齢者の健康と介護のニーズを満たすことを

取り決めた。（9/12人民日報ｐ3） 

□国務院は 12日、企業に対する行政検査の基準を定め、透明性を高めることなどを目的とした「事

中・事後監督管理を強化・規範化することに関する指導意見」を発表。中央政府や地方政府による企

業への立ち入り検査項目を見直し、重複検査や不要な検査を停止することなどを求めた。（9/12新華

社） 

□データによると、今年の中秋節連休期間中の国内観光客受入数は延べ 1億 500万人に上り、前年

同期比 7.6％増加した。国内観光収入は 472億 5,000万元で前年同期比 8.7％増加した。期間中の

旅客運送量は延べ約 1億 4,900万人であった。（9/16人民日報ｐ1） 

□韓正・国務院副総理は 12日、国土空間計画問題研究討論班の座談会に出席し、土地利用計画、

都市計画、主体機能区等の空間計画をできるだけ早く国土空間計画に組み入れるよう求めた。

（9/12新華社） 

 

2.財政 

□12 日、経済日報のインタビューに答え、程麗華・財政部副部長は、登録会計士による会計審査の

質を高め、リスクを効果的に防止・解消することが急務となっていると強調した。（9/12経済日報ｐ

6） 

 

3.貿易・海外直接投資 

□国務院の承認を受け、国務院関税税則委員会は 11日、対米追加関税商品の第 1回除外リストを

発表、2019年 9月 17日から実施。（9/12人民日報ｐ3） 

□米国が 10月 1日に予定していた中国製品に対する追加関税措置を先送りすると決定したことを

受け、国家発展改革委員会、商務部は、中国企業が WTOの規則に従って米国から大豆と豚肉を購入

することを支持するとし、国務院関税税則委員会は、これら米国農産物の購入に際しては追加関税

を免除すると決定した。（9/14人民日報ｐ3） 

□商務部の最新データによると、1～8月に新規設立外資企業の数が 2万 7,704社、外資による直接

投資実行額前年同期比 6.9％増の 6,040億 4,000万元だった。（9/15人民日報ｐ1） 

 

4.農業・農村 

□国務院弁公庁は 6日、「豚生産の安定と構造転換・高度化の促進に関する意見」を発表、豚の生

産を安定させるとともに、養豚産業の発展モデルの転換とグレードアップを一層促進する方針を示

した。（9/11経済日報ｐ1） 

□国家市場監督管理総局、公安部、教育部、農村農業部は 11日、北京でテレビ電話会議を開き、違

法な加工工場の取締りや、農薬、獣医薬残留などを含めた食品安全整備合同行動を実施することに

ついて手配を行った。（9/12経済日報ｐ5） 
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5.科学技術・イノベーション 

□国家市場監督管理総局は 11日、中国標準化改革発展成果発表会にて、現在、中国が有する国家標

準規格と業界標準規格はそれぞれ 3 万 6,877 項目と 6 万 2,262 項目に達したと発表した。（9/12 経

済日報ｐ3） 

□9月 12日、中国は山西省太原衛星発射センターから「資源一号 02D」（5メートル光学衛星）を打

ち上げた。（9/13人民日報ｐ3） 

 

6.主要国との経済関係 

■鐘山・商務相は 10日、2019年度日本経済界代表団と会見及び座談会を実施。双方は、中国の更

なる開放拡大や日中経済・貿易協力、第三国市場協力、多国間貿易体制の維持などについて意見交

換を行った。また、11日には李克強・国務院総理が日本経済界代表団と会見。日本の大手企業責任

者 200人あまりが参加した。李総理は、「中国は断固として全面的な対外開放を行い、市場化・法

律化・国際化というビジネス環境の実現に努める。日本の経済界は対中投資を更に拡大し、協力分

野を開拓し、両国の経済・貿易協力を促進していくことを歓迎する」と述べた。これに対し、日本

代表団側は「日本経済界は、貿易投資の自由化・利便化の促進や市場参入条件の緩和、ビジネス環

境の改善など課題への中国側の取組を肯定的に評価している。」等表明した。（9/11国際商報ｐ1、

9/12人民日報ｐ3） 

□李克強・国務院総理は 11日、北京で訪中したトカエフ・カザフスタン大統領と会見。李総理

は、両国の経済関係について、「一帯一路」イニシアティブとカザフスタンの国家発展戦略を結び

付け、エネルギー、生産能力、原子力発電等の分野での二国間協力を開拓し、双方の貿易規模を拡

大したい等述べた。トカエフ大統領は、「カザフスタン側は『一帯一路』構想に積極的に参加した

い。対中輸出を拡大し、中国企業によるカザフスタンへの投資を歓迎する」と表明。また同日、習

近平・国家主席がトカエフ大統領と会談。両元首は、両国の永久かつ包括的戦略パートナーシップ

関係を発展させていくことで合意した。（9/12人民日報ｐ3、9/12経済日報ｐ1） 

□商務部は 12日、「双方の事務方が近日中に面会し、試験な協議を行い、次の米中閣僚級経済貿易

協議に向け十分な準備をする」、「中国企業はすでに米国産農産物の調達に関し、価格調査を開始、

大豆・豚肉は調査の対象範囲である」と述べた。（9/12新華社） 

□劉鶴・国務院副総理は 12日、米中ビジネス協議会（USCBC）のグリーンバーグ会長と会見。劉副

総理は、米国が 10月１日からの追加関税を遅らせると発表したことに対し歓迎の意を示し、来

週、双方の事務レベルが共に関心を寄せる問題について真剣に意見を交わすだろうと述べた。グリ

ーンバーグ会長は、米ビジネス界は追加関税を望んでおらず、経済・貿易の正常な往来の回復を望

んでいる、そのために USCBCは積極的役割を果たしたいと述べた。（9/12新華社） 

 

 

 

 

※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。 


