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中国経済週報（2020.4.16～4.22） 

 

在中国日本大使館経済部 

１．第 1 四半期の GDP 成長率公表：マイナス 6.8％         
●17 日、国家統計局は 2020 年第 1 四半期の GDP 成長率を公表。前年同期比で▲6.8％

と大幅に低下し、四半期ベースの統計で遡ることのできる 1992 年以来初のマイナス成

長となった(注 1)。需要項目別の寄与度は、消費▲4.4％、投資▲1.4％、外需▲1.0％。 

●国家統計局報道官は同日の記者会見で、新型肺炎感染症の衝撃のため短期的な経済的

代償は免れず、世界全体が影響を受ける中で中国だけが一人勝ちすることはできないと

した。こうした中でも 3月には顕著に回復が見られており、今後も更に強力な政策を推

進することで、経済の改善傾向は続くとした(注 2)。 
（注 1）通年ベースの統計では、1976 年の▲1.6％以来、マイナス成長の実績なし。 

（注 2）3 月の月次統計は、生産▲1.1％(前月から 12.4 ポイント改善)、消費▲15.8％(4.7 ポイント改善)、投資 

 ▲16.1％(8.4 ポイント改善)。なお、成長率目標の設定・GDP 倍増目標の達成見込みに関する問には明言を避けた。 

２．党中央の動き                        
中共中央政治局会議が開催 

●17日、習近平・国家主席は中共中央政治局会議を主宰。習主席は「今年第 1四半期は

極めて異常なものとなり、新型感染症はわが国の経済・社会発展に未だかつてない衝撃

をもたらした」との認識を示した上で、予防・抑制及び経済政策の方針を示した。経済

関連の主な内容は以下のとおり。 

(1) 全体的要求：「穏中求進」（安定の中で前進を求める）という全体的基調を堅持。こ 

の他、「六つの保障（住民の雇用、基本的民生、市場主体、食糧・エネルギーの安全、 

産業サプライチェーンの安定、末端組織の運営）」を初めて提起。 

(2) マクロ経済政策：一層積極的な財政政策(感染症対策特別国債の発行等)と一層柔軟

な金融政策(より柔軟かつ適切に預金準備率引下げ等の手段を運用)を実施。 

(3) 国内需要の拡大：積極的な有効投資、都市部の老朽団地改造を実施。中小企業支援

として、減税・費用削減の推進、融資コスト・不動産の賃貸料の引下げを実施。貧困

脱却任務の全面的完成の確保（注）。 
（注）前回(3 月 27 日)の政治局会議では、併せて「通年の経済社会発展目標任務を完成」との方針が示されたが、今 

回は示されていない。 

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。主な決定事項は以下のとおり。 

(1) 農村貧困層への支援強化：国家重大プロジェクト建設において優先的に貧困層の労

働者を充てる他、労働報酬を 10～15％引上げ。 

(2) 中小零細企業への金融サービス強化：「包摂性金融」(中小企業支援)の銀行支店の

総合評価評定指標におけるウェイトを 10％以上に引上げ。同時に、中小銀行の貸出引

当率に関する監督基準を段階的に 20％引下げ。 
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(3) 中小零細企業・個人事業主の負担軽減：サービス業の中小零細企業・個人事業主に

対して上半期 3ヶ月分の賃料を免除するよう働きかけを実施。 

３．指導者の地方視察                      
習近平国家主席の陝西省視察（経済関係） 

●20－22 日、習近平・国家主席は陝西省を視察。20 日、商洛市の秦嶺牛背梁国家級自

然保護区を訪れ、生態系保護の状況を調査。別荘違法建築問題にも言及。その後、キク

ラゲ生産と Eコマースにより貧困脱却を実現した小嶺鎮金米村を訪問。 

●21日、安康市を訪問。危険地域・貧困地域の住民が移転した社区、診療所、小学校等

にて生活状況を聴取する等、脱貧困の取組を視察。 

●22日、西安市を訪問。陝西汽車ホールディングス、西安交通大学等にて、産業や社会

生活の回復状況を視察。 

胡春華副総理の広東・湖南・新疆視察 

●14-17日、胡春華・国務院副総理は、米と豚の産地である広東省(清遠市)及び湖南省

(岳陽市、益陽市等)を訪問。春耕作業と養豚業務の視察及び実地指導を行った。胡副総

理は、食糧安全省長責任制と省の全責任下での養豚業務の徹底、食糧の作付面積拡大、

及び春季の播種作業と二期作の再開を加速しなくてはならない等強調した。 

●18-20日、胡副総理は、新疆ウイグル自治区の極度貧困地域であるカシュガル及びク

ズルス・キルギス自治州を訪問。貧困支援企業や、貧困地域からの貧困層の移転地を視

察し、生産・生活状況を調査した。 

４．各部門の動き                        
外資の生産拠点「国内回帰」に対する関連部門の反応 

●16日、高峰・商務部報道官は定例記者会見で、日米政府が自国企業の在中生産拠点の

国内回帰支援を行うとの報道に関する問に対し、「中国では大規模な外資撤退という状

況は発生しておらず、今後も発生しない」「中国は依然として外商投資事業が盛んな場

所である」と発言。20 日、袁達・発展改革委員会報道官は定例記者会見で同様の問に対

し、「3月以降、中国の米国系企業や日系企業の生産・経営は上向いている。投資意欲は

2月と比べ顕著に高まっており、産業配置の調整を検討している企業は少ない」と発言。 

LPRの引下げ 

●20 日、中国人民銀行の委託を受けた全国銀行間同業短期貸出センターはローンプラ

イムレート（LPR）の引下げを公表。LPR１年物は▲0.2％、LPR5年物は▲0.1％の引下げ

となり、LPR１年物：3.85％、LPR5年物：4.65％となった。既に 4月 17日に中期貸出フ

ァシリティ（MLF）の 1年物金利が▲0.2％引き下げられ、2.95％となっていたことから、

今回 LPRの引下げが予想されていた。今年に入って 2回目、2か月ぶりの引下げ。 

上海でナンバープレート発給枠拡大 

●上海市政府の HPによると、上海市はナンバープレートの発給枠（注）を大幅に拡大。1

月の 8,612 枚、2 月の 7,966 枚に対し、3 月は 11,970 枚（前月比 50.3％増）、4 月は

14,410 枚（前月比 20.4％増）とした。上海市交通委員会は、主な目的は自動車消費を

促進し、産業発展を安定させ、市民生活と仕事の需要をより良く満たすことと表明。 
（注）ナンバープレート発給規制を実施する主な都市は、北京・上海・天津・広州・杭州・深セン・石家荘・海南等。 
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北京で飲食店への入店条件が厳格化 

●20日、北京市政府は「新型コロナウイルス流行期間の飲食サービス単位経営服務ガイ

ドライン(4.0版)」を公表。従来、飲食店への顧客の入店時には体温測定が必要として

いたが、今次ガイドラインでは、体温測定に加え、顧客の携帯端末の「北京健康宝(Health 

Kit)」(注)で「異常なし(No abnormal conditions)」と表示されることが必要とした。 
（注）3 月 1 日に北京市政府が提供を開始したミニプログラム(微信・支付宝といったアプリ上で、ダウンロードせ 

 ずに使用可能）。北京で生活する者・北京に戻る者が使用可能であり、身分証・パスポート情報・位置情報を基に、

自身の防疫状態が「集中観察(赤色)」、「自宅観察(黄色)」、「異常なし(緑色)」の内から表示される。 

５．対外経済関係                        
習近平・国家主席が各国首脳と会談 

●14日、ブチッチ・セルビア大統領と電話会談。防疫物資の提供など引き続き感染対策

を支援すると表明。 
●14日、ジュエンベコフ・キルギス大統領と電話会談。医療専門家の派遣等に言及。 

●14日、ニーニスト・フィンランド大統領と電話会談。防疫物資援助に言及。 

●16日、プーチン・ロシア大統領と電話会談。感染予防・抑制面での協力に言及すると

ともに、今後もロシアを断固支持すると表明。 

●16日、ハムドゥーク・スーダン首相と電話会談。感染対策支援等に言及。 

●16日、モラヴィエツキ・ポーランド首相と電話会談。商業ルートを通じた医療物資調

達に便宜を図る旨言及。 

６．各種統計の公表                       

●GDP成長率～2020年第1四半期は前年同期比6.8％減（17日 国家統計局発表） 

 

 

 

 

  

 GDP成長率(実質) 

 
第 1四半期 

前年同期比(%) 2019 年第 4 四半期からの変化(pt) 

▲6.8 ▲12.8 
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●3月生産、消費、投資～3月生産は前年同月比 1.1％減、前月から 12.4ポイント上昇

（17日 国家統計局発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●3月住宅価格～前年同月比 5.3％上昇（16日 国家統計局発表） 

 

 

 

 

 

 

●3月直接投資(対中)～ 対中直接投資額は前年同期比 16.5％減（4月15日商務部発表） 

 

 

 

 

 

●3月直接投資(対外)～ 対外直接投資額は前年同月比8.7％減（4月21日商務部発表） 

 

 

 

 

 

 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) 

3月 ▲1.1 ＋12.4 

1-3月 8.4 1-2月比＋5.1 

  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(%) 

3月 2.6 ▲15.8 ＋4.7 0.7 6.3 ＋3.3 27.6 

1-3月 7.9 ▲19.0 1-2月比＋1.5 1.9 5.9 1-2月比＋2.9 23.6 

  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) 

1-3月 8.4 ▲16.1 1-2月比＋8.4 4.8 ▲18.8 1-2月比＋7.6 

※民間固定資産投資額の固定資産投資総額に占める割合：57.4％（8 月累計比▲1.7） 

 不動産開発投資 

額(兆元) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

1-3月 2.2 ▲7.7 1-2月比＋8.6 

  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) 

1-3月 ▲26.3 1-2月比＋13.6 ▲24.7 1-2月比＋11.2 

 

 主要 70都市の新築住宅価格 

上 昇 横ばい 下 落 

3月 38（前月比＋17） 10（前月比▲16） 22（前月比▲1） 

  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) 

3月 5.3 ▲0.5 0.1 ＋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) 

3月   117.8 ▲16.5 ＋10.9 

1－3月 312.0 ▲12.8 2月比▲2.4 

 

 

 外資の対中直接投資 

投資額(億ドル) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

3月 87.2 ▲8.7 ▲19.7 

1－3月 242.2 ▲3.9 2月比▲2.9 
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■ 日本関連記事 

1.概況・マクロ経済政策 

□17 日、習近平・国家主席は中国共産党中央政治局会議を主宰。当面の経済情勢について分析した

上で、新型肺炎感染症による経済への打撃を緩和するため、積極的な財政政策と穏健な金融政策の

執行等を含むマクロ経済政策の強度を高める方針を示した。この他、会議では、「六つの保障（住民

の雇用、基本的民生、市場主体、食糧・エネルギーの安全、産業サプライチェーンの安定、末端組織

の運営）」が初めて提起された。（4/18経済日報 p１） 

□16 日、李克強・国務院総理は新型肺炎感染症対策工作の領導小組会議を主宰。国境エリアや通関

地都市の感染症予防・抑制を強化し、クラスター感染のリスクや潜在的な危険を徹底的に調査し、

取り除き、業務・生産再開のスピードアップ・範囲拡大の推進等を強調した。（4/16中央政府 HP） 

□20 日、習近平・国家主席は陝西省を視察。商洛市秦峰にある国家自然保護区を訪れ、生態環境保

護の状況について視察。このほか、金米村を訪問し、貧困脱却工作の状況について調査した。（4/20

人民網） 

□16日、習近平・国家主席は同日出版された『求是』に投稿。「団結と協力こそ国際社会が新型肺炎

感染症に打ち勝つ最有力な武器だ」と強調した。（4/16人民日報 p１） 

□14－17 日、胡春華・国務院副総理は広東省、湖南省を訪れ、春耕と豚の生産状況を視察。食糧生

産の安定と豚の生産の回復という任務を断固として達成し、食糧と重要副食品の供給安全を確保す

るよう強調した。（4/17中央政府 HP） 

□17日、国家統計局は第１四半期の実質国内総生産（GDP）が前年同期比 6.8％減少したと発表。四

半期ベースで統計を遡ることのできる 1992 年以降で初のマイナス成長となった。（4/18 経済日報 p

１） 

 

2.財政 

□国家発展改革委員会はこのほど、新型肺炎感染症による経済への影響に積極的に対応するため、

今年第１四半期、各地における新規官民協力事業（ＰＰＰ事業）150件を承認したことを明らかにし

た。（4/15経済日報 p7） 

□15日、財政部は 2020年 4月 15日から 12月 31日まで、加工貿易企業が加工貿易貨物を国内販売

する際の延滞利息を暫定的に免除すると発表した。（4/16経済日報ｐ6） 

■15日、劉昆・財政部長は G20 財務相・中央銀行総裁テレビ電話会議に出席。新型肺炎感染症を巡

り、「中国政府は引き続き、疫病の予防・抑制と経済・社会の発展業務を統一的に推進し、財政赤字

の割合を適度に引き上げ、特別国債を発行し、地方政府の特別債券の規模を拡大するとともに、減

税・費用削減の各政策を一層しっかり実行に移していく」と発言した。（4/17中央政府 HP） 

 

3.金融・為替 

□20 日、中国人民銀行の委託を受けた全国銀行間同業短期貸出センターはローンプライムレート

（LPR）1 年物を 0.2％引き下げて 3.85％に、5 年物を 0.1％引き下げて 4.65％とした。今年に入っ

て 2回目、2か月ぶりの引下げ（4/20中国人民銀行 HP） 

□国家外国為替管理局はこのほど、「外国為替管理の最適化、対外関連業務の発展支持に関する通

知」を発表。企業向けの外国為替業務の手続き・プロセスを緩和・簡素化し、対外投資の利便度を向

上させ、対外貿易企業の操業再開を積極的に支持し、対外貿易経済の質向上を推進する方針を示し
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た。（4/15経済日報ｐ7） 

□15日、中国人民銀行は中期流動性ファシリティー（MLF）による銀行への貸出を通じて 1,000億元

を市場に供給する公開市場操作を実施したと発表した。金利は 0.2％引き下げて 2.95％とした。3％

を下回ったのは 3年ぶり。（4/16経済日報ｐ6） 

□中国人民銀行によると、第１四半期の銀行貸出は 7 兆 1,000 億元となった。政府は融資による実

体経済への支援に関する的確性と有効性を一層強化している。（4/17人民日報 p１） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□税関総署によると、１～3 月の中国の貨物貿易額が前年同期比 6.4％減の 6 兆 5,700 億元だった。

うち、輸出は 3 兆 3,300 億元で前年同期比 11.4％減少、輸入は 3 兆 2,400 億元で前年同期比 0.7％

減少した。貿易収支は 983億 3,000万元の黒字で、前年同期比 80.6％減少。また、税関総署は、3月

の輸出入は好転しており、民間企業の輸出入が全体に占める比率が上昇したほか、中国にとって最

大の貿易パートナーが EUから ASEANになったことを明らかにした。（4/15人民日報ｐ3） 

□商務部が 15日発表したデータによると、新型肺炎感染症の影響で第 1四半期の実行ベース外資導

入額は 2,161 億 9,000 万元、前年同期比 10.8％減少した。うち、3 月の外資導入額は 817 億 8,000

万元で前年同期比 14.1％減少したものの、減少幅は 2 月に比べて 11.5 ポイント縮小した。（4/16

人民日報ｐ6） 

□16 日、商務部、中国インターネット・情報弁公室、工業情報化部は、中関村ソフトウェア産業パ

ーク等 12ヶ所を第一弾の国家デジタルサービス輸出基地として認定したことを発表した。（4/17人

民日報 p6） 

□国家鉄道集団有限公司によると、第 1 四半期の中欧班列の運行本数は前年同期比 15％増の 1,941

本、貨物輸送量はコンテナが 17万 4,000個で前年同期比 18％増加した。（4/17人民日報ｐ7） 

□16 日、商務部は第 127 回中国輸出入商品交易会が 6 月 15 日～24 日までオンライン開催されると

発表した。（4/18人民日報ｐ6） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□10日、国家発展改革委員会、財政部など 5部門は、「天然ガス備蓄施設の建設加速に関する実施意

見」を発表。各地に天然ガスの備蓄力を向上させるよう指示した。（4/15経済日報ｐ7） 

□国家電網有限公司は 14日、2020年に同社が充電設備 7万 8,000ヶ所を増設する費用として 27億

元を投入することを明らかにした。（4/15経済日報ｐ7） 

□15日、民用航空局が発表したデータによると、旅客・貨物取扱総量は 39億トンキロ(前年同期比

63.4％減)、航空便利用者は 1,513万人(前年同期比 71.7％減)、旅客機による貨物輸送量は 48.4万

トン(前年同期比 23.4％減)。一方、貨物輸送専用機による貨物輸送量は 25.3 万トン(前年同期比

28.4％増)となった。（4/16経済日報 p6） 

□16 日、民用航空局は「感染症期間中の国際航空チケットの販売関連の問題についての通知」を発

表。航空会社に国際航空チケット販売を全て直販方式で行うよう要求すると共に、チケットの投機

的取引防止を求めた。（4/17民用航空局 HP） 

■16 日、高峰・商務部報道官は定例記者において、日米両国政府が中国の自国企業の生産拠点の国

内回帰を支援しているとの報道について回答。「中国では大規模な外資撤退という状況は発生してい

ないし、今後も発生しない」との見方を示した。関連調査によると、中国の華南地域の日系企業の
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98％が生産を再開しており、多くの日系企業が対中投資を更に拡大する意欲をしている。（4/17経済

日報 p6） 

 

6.農業・農村 

□15 日、財政部、農業農村部、銀行保険業監督管理委員会、中国人民銀行は各地に対し、農業信用

融資担保を確実に実施し、特に食糧・豚の生産への支援強化を求めた。（4/16経済日報ｐ8） 

□新型肺炎感染症の影響を受けて、中国政府は食糧生産を安定させるための一連の措置をとり、こ

れまで中央財政から農業移転支給資金として 2,500億元以上を給付した。（4/18経済日報ｐ5） 

□19 日、国務院共同予防・抑制メカニズムの定例記者会見において農業農村部は、現在、中国にお

ける農産物の流通が基本的に回復しており、農産物価格が安定・低下しており、市場全体として安

定しているとの見方を示した。（4/20人民日報ｐ１） 

 

7.労働・社会保障 

□10日、人力資源社会保障部、財政部は、「2020年度年金調整に関する通知」を配布。2019年末前

までに企業・事業機関を退職した者に対し、毎月の年金基本水準を 2020年 1月１日から 5％引き上

げる方針を発表した。（4/18人民日報 p6） 

 

8.科学技術・イノベーション 

□14 日、国務院共同予防・抑制メカニズムの定例記者発表会において国家衛生健康委員会は、国家

薬品監督管理局から 2 種類の新型肺炎感染症ワクチンの第１期及び第 2 期の統合臨床試験許可を得

たことを明らかにした。（4/15人民日報ｐ1） 

□中国農業科学院はこのほど、アフリカ豚コレラの予防や農産品物質検査の開発等を含む複数の共

同研究事業を開始すると発表した。（4/17人民日報ｐ12） 

 

9.主要国との経済関係 

□14 日、習近平・国家主席はブチッチ・セルビア大統領、ジュエンベコフ・キルギス大統領、ニー

ニスト・フィンランド大統領とそれぞれ電話で会談を実施。習主席は、「中国は 3カ国にできるかぎ

りの援助を提供し、3カ国とともに困難を乗り越え、国際的な感染症協力と世界経済の安定に貢献し

ていきたい」等発言。（4/15人民日報 p１他） 

□16 日、習近平・国家主席はプーチン・ロシア大統領と電話会談を実施。習主席は、中露双方の感

染症予防・抑制に関する新たな協力のあり方、二国間協力の推進等を強調。（4/17人民日報 p１） 

□16 日、習近平・国家主席はハムドゥーク・スーダン首相と電話会談を実施。習主席は対スーダン

への感染症支援等に言及。（4/16中央政府 HP） 

□16 日、李克強・国務院総理はモラヴィエツキ・ポーランド首相と電話会談を実施。李総理は対ポ

ーランドへの感染症支援等に言及。（4/16中央政府 HP） 

□17日、劉鶴・国務院副総理はドンブロウスキス・欧州委員会副委員長と電話会談を実施。劉鶴副

総理は感染症協力、マクロ経済政策協調等に言及。（4/17中央政府 HP） 

 

※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。 


