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中国経済週報（2020.3.12～3.18） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

１．1-2 月の主要経済指標が公表                

●16 日、国家統計局は 1-2 月分の主要経済指標を公表。工業生産は 13.5％減、小売総

額は 20.5％減、固定資産投資は 24.5％減と、いずれも前年同期比で大幅なマイナスと

なった(注 1)。国家統計局は同日の記者会見で、新型肺炎の流行が経済に大きな衝撃を与

えたと評価。ただし 2月中下旬以降は企業の操業・生産再開が加速しているため、3月

以降のデータは回復が進むことが見込まれ、下半期には生産・消費の反動増や政策効果

の発現が期待されることから、通年の経済は安定するとした。 

●また、1-2月の都市部新規雇用者数は 108万人（前年同期比 37.9％減）、2月の都市

部調査失業率は 6.2％（1 月から 0.9 ポイント上昇）となった。国家統計局は、新型肺

炎の流行により労働需要が低下したと評価。国内経済が徐々に好転するに連れ、下半期

には安定すると期待されるが、世界経済・貿易の減速や大学卒業生の増加(注 2)も見込ま

れ、雇用圧力は比較的大きいと認める必要があるとした。 
（注 1）春節期間を含む期間の主要経済指標は、例年 1-2 月分として 3 月に公表される。なお、前年比 

  伸び率がマイナスとなるのは、比較可能な 1990年以降の統計で初。 

（注 2）本年の大学卒業生は史上最多の 874 万人に達する見込み（昨年から 40 万人増）。 

２．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。決定内容の概要は以下のとおり。 

(1)「雇用の安定」を最重要として「6つの安定」業務をしっかりと実行。具体的には、 

① 操業再開を阻害する不合理規定の取消、労働者の迅速な業務復帰 ② 時宜に適わ

ない臨時管理措置や不合理な費用徴収規定の取消 ③「双創」（大衆創業・万衆創新）

の役割の発揮、農民工・大学生の就業・起業促進、起業担保貸付の対象範囲の拡大 ④

「インターネット＋」やプラットフォーム経済等が新たな業態・職場を生み出すよう

支援を強化 

(2) 安定投資・内需拡大のため、重大投資プロジェクトの操業開始・再開を推進： 

重大プロジェクト建設における雇用、原材料供給、資金、防疫物資保障等の問題を早

急に解決し、各地で進行中の1.1万件の重点プロジェクトの加速的施工を推進 

３．企業の操業再開等支援                   

3月 21日より武漢企業の操業再開が可能に 

●11日、湖北省政府は、武漢市内の企業の操業再開に関する通告を発表。以下の各関連

分野において不可欠な企業について、3月 21日より操業再開を許可するとした(注)。 

(1) 疫病予防・抑制関連：医療機器、薬品、防護品、消毒用品、原材料の生産販売  

(2) 公共事業関連：水道、電気、天然ガス、通信、環境衛生、医療廃棄物処理等  

(3) 国民生活関連：食料品の生産・加工・販売、量販店、宅配物流、通販等  

(4) 農業生産関連：種苗生産、家畜・家禽・水産物の養殖、肥料・農薬の生産販売等 

（注）春節以来休業していない企業は継続して生産が可能。 

  



2 

 

操業再開に向けた医療従事者・労働者等への取組 

●16日、党中央新型コロナウイルス肺炎感染業務指導小組は会議を開催。正常な社会秩

序を回復し、企業の全面的な操業再開を推進するため、以下を進めるとした。 

(1) 各地の医療従事者、社区職員、公安・警察、ボランティアへの迅速な補助金支給 

(2) 防疫関連施設の建設労働者に対する契約どおりの報酬の支払 

(3) 武漢・湖北に滞在する外来人及び省外に滞在する湖北籍人員の帰郷計画の立案 

(4) 支援目的で湖北省に滞在する医療従事者の数回に分けた撤収の手配 

(5) 臨時徴用された家屋・交通手段等の返還と補償、隔離労働者の給与保障 

(6) 貧困層や湖北籍の農民工の雇用の強力な促進 

４．人民銀行による預金準備率引下げ                       

●13 日、人民銀行は、3 月 16 日より、中小企業、個人営業主支援の観点（「包摂的金

融」）から預金準備率引き下げを行うと発表。審査基準を満たした銀行に対しては 0.5

～1％引き下げる。また、条件を満たす商業銀行に対しては、更に 1％預金準備率を引

き下げ、「包摂的金融」分野の貸出を支援する。これらの措置により、長期資金が 5,500

億人民元開放され（前段の措置が 4,000億人民元、後段の措置が 1,500億元）、銀行は

遺失利息によるコストを毎年約 85億人民元低減できることとなる。 

５．外資開放関連                       

証券会社への外資出資規制を 4月 1日に撤廃へ 

●13日、証券監督管理委員会は、金融業の対外開放の統一的実施や、米中通商合意第一

段の要請等を踏まえ、2020年4月1日より証券会社に対する外資出資規制を撤廃すること

を発表。昨年10月の発表では、2020年12月１日に撤廃する予定としており、8ヶ月前倒

しすることとなった。 

外資プロジェクトに関する通知発表 

●9日、国家発展改革委員会は「感染症流行に対応し改革を一層深め外資プロジェクト

関連業務にしっかり取り組むことに関する通知」を発表。外資業務の安定促進のための

方針を打ち出した。主な内容は以下のとおり。 

(1) 外資プロジェクトと外資企業の業務・操業再開の積極的な支援：サプライチェー

ンの回復と足並みを揃えた外資企業の操業再開を推進、各種企業支援政策を外資

企業にも適用 

(2) 大型外資プロジェクトの進捗フォローアップ体制整備をすすめ、外資企業と開発

区・誘致部門のマッチングを強化する 

(3) 外資プロジェクトの審査・認可手続きの簡素化、合法的権益の保護 

(4)「外商投資奨励産業リスト」の改訂による外商投資奨励範囲の一層の拡大 

６．2 月の航空便運航状況                       

●12日、民用航空局は定例記者会見を開催し、2月の航空便運航状況を発表。 

(1) 2月の航空便利用者は 834万人(前年同月比 84.5％減)。貨物輸送量は 29万 7,000

トン(同 21％減)。各便運航総数は 15.7万便、1日平均で 5,425便(同 67.3％減)。 

なお、3 月第 1 週時点の国内線の便数は正常水準の 40％前後（深圳、成都、重慶等

では 60％以上）まで回復 

(3) 1-2 月の航空業界は 175 億 8,000 万元の赤字。2 月単月では 245 億 9,000 万元の

赤字、このうち航空会社の赤字は 209億 6,000元で単月としては過去最大  
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７．各種統計の公表                     

●1—2 月主要経済指標～生産、消費、投資いずれも大幅なマイナス（16 日 国家統計局

発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●2月住宅価格～前年同月比 5.8％上昇、前月比 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ縮小（16日 国家統計局発

表） 

 

 

 

  

 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) 

1-2月 ▲13.5 12月比▲20.4 

 
 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(%) 

1-2月 5.2 ▲20.5 12月比▲28.5 1.1 3.0 12月比▲16.5 21.5 

 
 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) 

1-2月 3.3 ▲24.5 12月比▲29.9 1.9 ▲26.4 12月比▲31.1 

※民間固定資産投資額の固定資産投資総額に占める割合：56.8％（12 月比＋0.4pt） 

 不動産開発投資 

額(兆元) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

1-2月 1.0 ▲16.3 12月比▲26.2 

 
 商品建物・住宅販売面積 商品建物・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) 

1-2月 ▲39.9 12月比▲39.8 ▲35.9 12月比▲42.4 

 

 主要 70都市の新築住宅価格 

上昇 横ばい 下落 

2月 21（前月比▲26） 26（前月比＋18） 23（前月比＋8） 

 
 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) 

2月 5.8 ▲0.5 横ばい ▲0.2 
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●2月自動車販売～前年同月比 79.1％減（12日 自動車工業協会発表） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 自動車販売台数 

台数(万) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

2月 31.0 ▲79.1 ▲60.4 

1-2月 223.7 ▲42.0 1月比▲23.3 

 
 乗用車販売 商用車販売 

台数(万) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 台数(万) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

2月 22.4 ▲81.7 ▲61.1 8.6 ▲67.1 ▲59.6 

1-2月 183.0 ▲43.6 1月比▲23.0 40.7 ▲33.2 1月比▲25.7 

 
 新エネ車販売 

台数(万) 前年同月比(%) 前月からの変化(pt) 

2月 1.3 ▲75.2 ▲23.7 

 

 
純電気自動車販売 プラグインハイブリッド車販売 

台数(万) 前年同月比(%) 前月からの変化(pt) 台数(万) 前年同月比(%) 前月からの変化(pt) 

2月 1.1 ▲72.6 ▲17.3 0.2 ▲82.9 ▲44.2 

 
 外資系ブランドの乗用車販売台数及びシェア 

日 本 ドイツ 

台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 

2月 3.8 16.8 ▲6.5 5.2 23.2 ▲1.0 

 
 米 国 韓 国 

台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 

2月 1.2 5.5 ▲3.5 0.3 1.5 ▲2.1 

 

 
 フランス 

台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 

2月 0.07 0.3 ＋0.1 
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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 10日、国務院常務会議を開催し、新型肺炎流行の情勢下における対外貿易

と外資導入の安定措置として、減税・コスト引下げ等の企業支援・救済策を、内資企業と外資企業が

同等に享受できるよう確定するとともに、産業チェーン・サプライチェーンの秩序立った業務・生

産再開の推進、特別再融資・再割引政策の更なる徹底による中小零細企業の資金保障、インクルー

シブ・ファイナンス実施に伴う預金準備率の更なる引下げ等の措置を早急に実施するとした。（3/12

人民日報ｐ１） 

□李克強・国務院総理は 13日、全国市場運営・流通発展サービスプラットフォームおよび対外貿易

協調メカニズムを視察し、商業・貿易・流通市場の正常な運営を推進し、改革開放を更に深め、消費

の巨大な潜在力を発掘し、対外貿易と外資の基盤を固めなくてはならないと強調した。（3/14経済日

報ｐ2） 

□13日、国務院の承認を受け、国家発展改革委員会、商務部、財政部など 23の省庁が共同で「消費

市場の拡大・質向上を促進し巨大な国内消費市場の形成の加速に関する実施意見」を発表。市場供

給の大幅な改善、文化・旅行面での消費の質向上、都市と農村の融合した消費ネットワーク建設、

「スマート＋」消費エコシステムの構築加速等 6 つの面から消費市場の規模と質の向上を促進する

方針を示した。（3/16国際商報ｐ1） 

 

2.財政 

□符金陵・財政部社会保障司司長は 14日、国務院記者会見で、3月 13日までに全国各レベルの財政

当局が新型肺炎対応関連に投入した資金は 1,169 億元に達したと明らかにした。（3/15 経済日報ｐ

３） 

 

3.金融・為替 

□中国人民銀行が 11日発表したデータによると、全国の金融機構による 2月の人民元建て貸出増加

額は 9,057億元で、前年同期を 199億元上回った。2月末時点の人民元建て貸出残高は、前年同期比

12.1％増の 157兆 3,600億元だった。（3/13国際商報ｐ１） 

□中国証券監督管理委員会は 13 日、証券会社への外資出資規制を 4月 1日に撤廃すると発表した。

昨年 10 月の発表段階では今年 12 月１日に撤廃するスケジュールだったが、8 カ月前倒しした。

（3/13新華社） 

□中国人民銀行は 13日、インクルーシブ・ファイナンスの目標を達成した銀行を対象に、3月 16日

から預金準備率を 0.5～1ポイント引き下げると発表した。5,500 億元の資金を市中に供給し、零細

民間企業を支援する。（3/14経済日報ｐ１） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□税関総署はこのほど、中国の対外貿易が長期的に上向く流れは変わらないとの見方を示したとと

もに、通関コストを更に引き下げ、外資企業の操業再開を支援する方針を明らかかにした。（3/13

人民日報ｐ7） 

□商務部によると、１～2月の実行ベース外資導入額は 1,344億元で、前年同期比 8.6％減少したも

のの、ハイテク産業の実行ベース外資導入額は 415 億 2,000 万元で、前年同期比 2.2％上昇した。

（3/14経済日報ｐ3） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□国家発展改革委員会は 11日、外資の安定について、中国企業向けの経営支援策の実施は中国国内

の外資企業にも適用されると発表し、外資企業の業務再開などを支援するよう求めた。（3/12経済日
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報ｐ3） 

□国家知的財産権局、国家統計局の発表によると、中国の知的財産権集約型産業の付加価値が国内

総生産（GDP）が 10 兆 7,090 億元で、GDP 全体に占める割合は 11.6％だった。知的財産権集約型産

業の付加価値を発表するのは今回初めて。（3/14経済日報 p１） 

□商務部は 12 日、外資企業の操業再開が加速しており、浙江省、上海などを含む 19 省・市で重点

貿易企業の操業再開率がほぼ 100％に達していることを明らかかにした。（3/13経済日報 p4） 

□国家郵政局によると、1-2 月の宅配便業務取扱件数は、新型肺炎の影響により前年同期比 10.1％

減の 65億 5千万件、収入は 864億 9千万元で、同 8.7％減となった。2月単月の取扱件数は 27億 7

千万件で前年同月比 0.2％増、収入は 364億 4千万元で同 4.1％増であった。（3/16人民日報 p2） 

□中国民用航空局は 12 日、2月の航空便利用者は延べ 834 万人にとどまり、前年同月比 84.5％減

少したと明らかにした。貨物輸送量は 21％減の 29 万 7,000 トン。2月単月では 245億 9,000万元

の赤字、このうち航空会社の赤字は 209億 6,000元で単月としては過去最大。（3/12中国民航局） 

 

6.農業・農村 

□中国が提供したバッタ防除製品およびコロナウイルス感染防止製品を載せた第１便が 9 日、パキ

スタンのカラチに到着した。同便には 5万リットルの「マラチオン」農薬や高性能散布機 14台が含

まれている。（3/11人民日報 p16） 

 

7.労働・社会保障 

□国家衛生健康委員会は 12日、記者会見で、中国では、新型肺炎流行のピークが過ぎたとの認識を

示した。（3/13経済日報 p2） 

 

8.環境・エネルギー 

□全国緑化委員会弁公室が 11 日発表した「2019 年中国国土緑化状況公報」によると、2019 年、中

国の造林面積は 706 万 7,000 ヘクタール、全土の森林被覆率は 22.96％で前年比横ばいであった。

（3/12人民日報ｐ１） 

□国家エネルギー局はこのほど、「2020 年度の風力・太陽光発電の建設に関する通知」を発表し、

2020年で太陽光発電の新規事業に対して補助金 15億元を支給することを明らかにした。また、同通

知では、風力発電の建設について、分散型風力発電の建設を積極的に支援し、洋上風力発電の建設

を安定的に推進していく方針を示した。（3/11人民日報ｐ14） 

 

9.科学技術・イノベーション 

□3月 10日、中国科学院の科学観測船「探索 1号」が有人潜水艇「深海勇士号」を搭載して海南省

三亜市南山港を出発し、南中国海の深海潜水調査に向かった。（3/11人民日報ｐ12） 

□習近平・国家主席は、16日に発行された「求是」2020年第 6号に投稿し、新型肺炎感染症の予防・

抑制の戦いに打ち勝つために強力な科学技術のサポートを提供しなければならないと強調した。ま

た、ウイルスの発生源及び拡散経路の研究を統一的に計画し、病原がどこから来てどこに行くのか

を明確にしなくてはならないと指摘した。（3/16人民日報 p１） 

 

 

※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。 


