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中国経済週報（2020.5.14～5.20） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

１．党中央の動き                       
政治局常務委員会会議が開催 

●14日、習近平・総書記が中共中央政治局常務委員会会議を主宰、重要講話を行った。

会議では、国内外における新型肺炎の予防抑制状況について分析し、予防抑制措置の効

果を上げるための手配を実施した他、産業チェーン・サプライチェーンの安定と競争力

向上について検討した。重要講話の主な内容は以下のとおり。 

(1)現在、国内の感染症予防抑制状況は総じて良好。他方で国外の感染情勢は厳しく複

雑であり、国内の感染症再流行防止任務は依然として極めて困難かつ重い 

(2)外部からの流入防止、内部の再燃防止に持続的にしっかりときめ細かく取り組み、

貧困脱却難関攻略の目標任務の達成、小康社会の全面的建設を確保 

(3)重点的地域(注)においては、感染症の再流行防止業務を強化 

(4)北京市は全国「両会」期間中の感染症予防・抑制業務を強化 

(注)最近クラスター感染が発生した黒竜江省・吉林省等の地域の他、北京市、湖北省と武漢市を指す。 

政治局会議で「政府活動報告(草稿)」を討議(経済関係) 

●15日、習近平総書記の主宰で、中共中央政治局会議は「政府活動報告(草稿)」を討議。

今後は感染症の予防抑制の常態化を揺るぐことなく進め、経済社会発展の各種業務に注

力せねばならないとし、以下を列挙した。 

(1)積極的な財政政策を更に積極的で優れたものに、穏健な金融政策はより柔軟で適切

にし、雇用優先政策を全面的に強化 

(2)改革によって市場主体の活力を喚起し、新たな原動力の発展を強化 

(3)内需拡大戦略を実施し、経済発展方式の転換を加速 

(4)貧困脱却堅塁攻略の目標実現を確保し、農業の増産と農民の増収を促進 

(5)より高水準の対外開放を推進し、対外貿易と外資の基盤を安定 

(6)民生の保障・改善に関する社会事業の改革・発展を推進 

(7)政府自身の建設を強化し、形式主義・官僚主義の是正を継続し、通年の経済社会発 

展の主要目標任務を達成するよう努力 
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中央新型肺炎対策指導小組会議が開催 

●15日、李克強・国務院総理は中央新型肺炎対策指導小組会議を主宰。主な内容は以下

のとおり。 

(1)予防抑制の抜け穴を徹底調査し、感染源をできるだけ早く突き止め、適切に対応 

(2)伝染ルートを遮断し、社区での予防・抑制措置を一層強化し、拡散蔓延を断固防止 

(3)予防・抑制措置をしっかりと採りつつ、操業・営業の再開、学校再開を進め、感染症

関連の報告の隠蔽・漏洩・遅延を防止 

(4)各地方は、産業チェーン・サプライチェーンにとって障害となっている点を協調的 

に解決。経済回復を促し、経済・社会に対する感染症の影響を最低限度に引下げ 

２．西部開発に関する指導意見が発表              
●17日、中共中央委員会・国務院は「新時代の西部大開発の推進・新たな枠組の形成に

関する指導意見」を発表。主な内容は以下のとおり。 

(1)第 18回党大会(2012年)以来、西部地区の経済社会発展は重大な歴史的成果を獲得 

(2)西部地区は発展の不均衡・不十分という問題が依然として顕著であり、貧困脱却堅 

 塁攻略任務において依然として大きな困難が存在 

(3)2020年までに西部地区の生態環境・ビジネス環境・対外開放環境・イノベーション  

 環境の顕著な改善を確実なものとし、全国と共に小康社会を全面的に完成 

(4)2035年までに西部地区の社会主義近代化を基本的に実現。基本公共サービス、イン 

 フラ整備の程度、人民の生活水準を東部地区とほぼ同じレベルに引上げ 

３．4 月の主要経済指標が公表                 

●15 日、国家統計局は 4 月の主要経済指標を公表。①生産は前年同月比 3.9％(前月か

ら+5.0pt)とプラス転換し、コンピュータ・通信等電子機器 11.8％(+1.9pt)、自動車製

造業 5.8％(+28.2pt)など幅広い業種で改善。他方、②小売総額は▲7.5％(+8.3pt)とマ

イナス成長が継続。自動車(販売額)は 0.0％(+18.1pt)となるなど、商品小売は▲4.6％

(+7.4pt)まで改善したものの、外食等が▲31.1％(+15.7pt)と引き続き低調。③固定資

産投資は▲10.3％(+5.8pt)、④都市部調査失業率は 6.0％(+0.1pt)となった。国家統計

局は、「全体として回復トレンドを維持しているが、正常水準には至っておらず、消費

とサービス業の回復は生産より遅れている」「新型肺炎の世界経済への衝撃はまだ発展

過程にあり、輸出の大きな不確実性等、中国経済は新たな試練に直面している」とした。 

４．対外経済関係                      

トランプ大統領の発言 

●現地時間 14 日、トランプ・米大統領はテレビインタビューにて「(習近平主席とは)

関係は良好だが今は話をしたくない」「(中国と)関係を完全に断ち切ることもできる」

「(断絶した場合)5000億ドルを節約できるだろう」等と発言。これを受けて 15日、中

国外交部報道官は「米中両国は引き続き感染症協力を強化し、経済と生産を回復させる

べき。しかし、これも米国側が中国側と共に同じ方向へ進むことが必要である」と発言。 
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ファーウェイに対する輸出規制強化措置 

●17日、商務部は米商務省産業安全保障局が現地時間 15日に発表したファーウェイへ

の輸出規制強化措置(注)について声明を発表。「米国側の決定に断固として反対する」「必

要な措置を講じ中国企業の合法的権益を断固として守る」と表明。 

●18日、ファーウェイも本件に関し声明を発表。強い反対の意を示すとともに、今次規

制の影響は、ファーウェイ製品により建設された 170余りの国々の数千億ドル相当のネ

ットワークに衝撃を与え、30億余りの人々の情報通信が影響を受けるとした。 

 (注)米国製の製造装置を使っている場合、外国で製造した半導体でもファーウェイに輸出不可とする輸出規制措置。 

米国産大麦の輸入に関する公告が発表 

●海関総署は 13日、「輸入米国産大麦の植物検疫の要求に関する公告」を発表。13日

以降、病害虫に関する検疫を厳格に実施した上で、加工用の米国産大麦の輸入を認める。 
 (注)本年 2月 14 日に発効した第一段階合意には、米中双方は発効から 3 か月以内に米国産大麦の輸入を可能にする

植物検疫議定書を署名、実施しなければならないと規定されている。 

オーストラリア産大麦に対する関税措置 

●商務部は 18日、輸入オーストラリア産大麦に対して反ダンピング関税 73.6％、反補

助金関税 6.9％をそれぞれ課すと発表した(期間は 5年間)。 

日中韓三国特別保健大臣会合が開催 

●15日、日中韓三国特別保健大臣会合（テレビ会議）が開催。「新型コロナウイルス感

染症に関する日中韓三国特別保健大臣会合共同声明」を採択し、WHOの任務強化、適時

の情報共有の強化等で一致した。 

世界保健総会が開催 

●18～19日、世界保健総会(テレビ会議)が開催。総会冒頭、習近平・国家主席は演説を

行い、グローバルな感染症対応業務の全面的な評価、総括に対する支持を表明した上で、

今後 2 年間の間に 20 億ドルの国際援助の提供、防疫物資サプライチェーンの確保、ア

フリカの病院支援等に言及。新型感染症対応に係る決議が採択され、感染症対策に取り

組んでいくために、国際社会が一致団結し、より一層連携を強化することが確認された。 

中国の対外防疫物資輸出量が発表 

●17 日、海関総署は 3 月 1 日～5 月 16 日までの期間、中国各地の税関が 1,344 億元相

当の防疫物資（509 億枚のマスク、2 億 1,600 万着の防護服を含む）の輸出を許可した

と発表。防疫物資は主な輸出先は、米、独、日本、仏、伊。 

習近平・国家主席が各国首脳と会談 

●13日、ゴタバヤ・スリランカ大統領と電話会談。新型肺炎の予防抑制を前提に各分野

での実務協力の段階的回復、質の高い「一帯一路」共同建設の推進に言及。 

●15日、オルバーン・ハンガリー首相と電話会談。新型肺炎収束後の二国間のハイレベ

ル交流の維持、貿易・投資等の協力強化、デジタル経済・AI等の新分野での協力に言及。 

●15日、ラマポーザ・南アフリカ大統領と電話会談。医療分野での対南アフリカ支援継

続、包括的・戦略的パートナーシップの推進等に言及。  
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５．各種統計の公表                       
●4 月生産、消費、投資～4 月生産は前年同月比 3.9％増、前月から 5.0 ポイント上昇
（15日 国家統計局発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●4月住宅価格～前年同月比 5.3％上昇（18日 国家統計局発表） 

 

 

 

 

●訪日中国人旅行者数～前年同月比 100％減（20日 日本政府観光局発表） 

 

 

 

 

  

 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) 

4月 3.9 ＋5.0 

1-4 月 ▲4.9 1-3月比＋3.5 

  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(%) 

4月 2.8 ▲7.5 ＋8.3 0.7 17.1 ＋10.8 25.6 

1-4 月 10.7 ▲16.2 1-3月比＋2.8 2.6 8.6 1-3月比＋2.7 24.1 

  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) 

1-4月 13.7 ▲10.3 1-3月比＋5.8 7.7 ▲13.3 1-3月比＋5.5 

※民間固定資産投資額の固定資産投資総額に占める割合：56.5％（1-3 月累計比▲0.3） 

 不動産開発投資 

額(兆元) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

1-4 月 3.3 ▲3.3 1-3月比＋4.4 

  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) 

1-4 月 ▲19.3 1-3月比＋7.0 ▲18.6 1-3月比＋6.1 

 

 主要 70都市の新築住宅価格 

上 昇 横ばい 下 落 

4月 50（前月比＋12） 9（前月比▲1） 11（前月比▲11） 

 

 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) 

4月 0.02 ▲100 ▲1.5 

1-4月 102.3 ▲64.7 ▲11.8 
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■ 日本関連記事 

1.概況・マクロ経済政策 

□習近平・国家主席は14日、中共中央政治局常務委員会会議を主宰するとともに重要講話を行った。

会議は、国内外の新型肺炎感染症の予防・抑制状況について分析し、感染症対策を常態化させつつ、

重要な産業チェーン・サプライチェーンの安定と競争力の向上について検討した。（5/15人民日報ｐ

1） 

□習近平・国家主席は 15 日、中共中央政治局会議を主宰。会議は、国務院が第 13 期全国人民代表

大会第 3回会議で審議される「政府活動報告」稿について討議した。（5/15中央政府ｐ1） 

□李克強・国務院総理は 13日、国務院常務会議を開催。各部門が今年の両会期間中に全国人民代表

大会代表と全国政治協商会議委員会の意見・提案を聴取する工作をしっかり実施することについて

手配を行った他、経済基盤の安定維持に向けて「6つの保障」を「6つの安定」工作の重点として取

り組むことを強調した。（5/14経済日報ｐ1） 

□李克強・国務院総理は 15日、中央新型肺炎対策指導小組会議を主宰。最近一部地域で新たに集団

感染が発生したことを受けて、感染症の予防抑制疫病を強化し、社区の予防抑制措置をより一層強

化、完備し、感染症の蔓延を防止するよう指示した。（5/15中央政府 HP） 

□孫春蘭・国務院副総理は 13日、吉林省を視察。新型感染症予防・抑制の取り組みについて調査研

究、指導を行った。（5/13中央政府 HP） 

□中国共産党中央委員会、国務院はこのほど、「新たな時代に西部大開発を推進し、新たな枠組みを

形成することに関する指導意見」を発表。西部大開発関連の促進措置を強化し、同地域のさらなる

成長を目指す方針を示した。（5/18人民日報ｐ1） 

□13 日、文化旅游部は「劇場等演出場所の開放回復に関する感染症予防抑制ガイドライン」等を発

表。劇場の入場者数を定員の 3割とすること等を条件として、演劇や映画等の上演を認めるとした。

(5/14中央政府 HP) 

□15 日、国家統計局が発表した 4 月主要経済指標によると、4 月の規模以上の工業企業の工業付加

価値は前年同期比 3.9％増となり、今年に入り初のプラス成長となった。（5/18国際商報 p１） 

 

2.財政 

□財政部はこのほど、地方政府の特別債について、第 3 弾となる 1 兆元の前倒し発行枠を設定。こ

れより、前倒し発行枠は 2兆 8,480億元に達した。（5/14経済日報 p１） 

□財政部は 13 日、第 1 四半期の全国宝くじ売上総額は 377 億 2,000 万元で、前年同期比 64.5％減

となったと発表した。（5/14経済日報 p6） 

□15日、財政部、国家税務総局は映画業界の発展を支援するため、2020年 1月 1日から 2020年 12

月 31 日までの期間、映画放映収入に対して増値税を免除する方針を発表した。（5/15 人民日報 p2） 

 

3.金融・為替 

□金融分野の開放・イノベーションを更に推進し、内陸と香港・マカオ・の金融協力を深めるた

め、中国人民銀行、中国銀行保険業監督管理委員会、証券監督管理委員会、外国為替管理局はこの

ほど、「金融による広東省・香港・マカオのビッグベイエリア構想への支援に関する意見」を発

表。金融面での融合を進め、区域内での投資の自由度を高める方針および 26項目の具体措置を発

表した。（5/15人民日報ｐ7）  
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□中国銀行保険監督委員会が 13日発表したデータによると、第１四半期末時点の中国の商業銀行

の不良融資残高は 2兆 6,100億元で、前期末比で 1,986億元増加した。不良融資率は 1.91％で、前

期末比 0.05ポイント上昇した。（5/14国際商報ｐ1） 

□中国先物業協会の最新データによると、１～4月の全国の商品先物取引高は 106兆 8,400億元と

なり、前年同期比 34.7％増加した。（5/18人民日報ｐ18） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□商務部は 12日、全国 14ヶ所で試験的に行われている「市場調達貿易」方式（一種の簡便な貿易

方式）による感染症予防関連物資の輸出を一時停止すると発表した。なお、「一般貿易」方式によ

る輸出はこれまで通り許可される。（5/13経済日報 p6） 

□商務部は 14日、外資による対中直接投資（FDI）実行額は 1～4月が前年同期比 6.1％減の 2,865

億 5,000万元だったと発表した。うち、4月の実行ベース外資導入額は 703億 6,000万元で、前年

同期比 11.8％増加した。（5/15人民日報ｐ2） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□11 日、中国自動車工業協会が発表したデータによると、4 月の自動車の生産台数は 210 万 2,000

台、前月比と前年同期比はそれぞれ 46.6％増、2.3％増加となった。販売台数は 207万台で、前月比

と前年同期比でそれぞれ 43.5％増、4.4％増となった。販売台数の月間の伸び率がプラスとなったの

は今年初めて。（5/15経済日報ｐ3） 

□14 日、国家郵政局は 2020 年 4 月の郵政業運行状況を発表。1～4 月の宅配便取扱件数は 190 億

3,000万件、前年同期比 11.5％増加した。業務収入は 2,254億 9,000万元、前年同期比 5.6％増加し

た。うち、4 月の宅配便の一日当たりの取扱量は 2 億 1,700 万件で、感染症発生前の水準に回復。

（5/15人民日報ｐ7） 

 

6.農業・農村 

□国家食糧・物資備蓄局は 14日、今年夏期の穀物・食用油の生産について、「総合的に見れば、比

較的良好な水準を保っており、豊作になる見込み」との見方を示した。（5/15人民日報ｐ1） 

□14 日の記者会見にて国家食糧・物資備蓄局は全国食糧在庫調査に関する結果を発表。「現在、中

国の食糧在庫は十分であり、公的倉庫の備蓄状況も良好だ」と表明した。（5/15経済日報ｐ5） 

 

7.労働・社会保障 

□人力資源・社会保障部によると、現在、オンライン技能研修を受講した全国の労働者人数は延べ

830 万人を超えた。現在、オンラインで行われる研修活動は研修活動全体の約半数を占める。（5/14

経済日報ｐ6） 

 

8.環境・エネルギー 

□中国石炭工業協会が発表した「2019年石炭業界発展年度報告」によると、第 1 四半期の石炭の消

費量は 8億 7,000万トン前後で、前年同期比 6.8％減少した。一方、同期の石炭生産量は 8億 3,000

万トンで、前年同期比約 400 万トン減少した。全国の石炭輸入量は 9,577 万 8,000 トンで、前年同

期比 28.4％増加した。（5/15経済日報ｐ6） 
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9.科学技術・イノベーション 

□中国は 12日、酒泉衛星発射センターで「行雲 2号」衛星 2基の打ち上げに成功した。（5/13人民

日報ｐ4） 

□中国人民銀行金融科学委員会 2020年第 1回会議がこのほど北京で開催された。会議は、「金融

科学発展計画（2019～2021）」に基づき、金融機構のデジタルグレードアップの構築を加速する方

針を示した。（5/14人民日報ｐ10） 

 

10.主要国との経済関係 

□14日、トランプ・米国大統領は「中国との関係を断つこともできる」「習国家主席とはもう話し

たくない」等と発言したことに対して、15日、中国外交部報道官は、「現在、米中両国は引き続き

感染症協力を強化するべきであり、経済と生産を回復させるべきである。しかし、これも米国側が

中国側と共に同じ方向に進むことが必要である。」と述べた。（5/15外交部 HP） 

□商務部は 17日、米商務省が現地時間 15日に発表した中国通信機器大手のファーウェイに対する

輸出規制強化措置について声明を発表。米国側の決定に「断固として反対する」「必要な措置を講

じ、中国企業の合法的権益を断固として守る」と表明した。（5/18国際商報ｐ1ほか） 

□海関総署は 13日、「輸入米国産大麦の植物検疫の要求に関する公告」を発表。13日から加工用

の米国産大麦の輸入を認めるとした。(5/13海関総署 HP) 

■14日、第 2回 G20貿易・投資担当大臣臨時テレビ会議が開催（日本側：梶山弘志経済産業大臣、

若宮健嗣外務副大臣が参加）。本年の G20議長国サウジアラビアの呼びかけで開催された今回の会

議では、新型肺炎感染症の拡大を受け、貿易・投資を含む世界経済への影響や危機の克服に向けて

G20メンバーが取るべき共同行動について、参加閣僚間で踏み込んだ議論を行った。（5/15日本外

務省 HP） 

□習近平・国家主席は 13 日夜、韓国の文在寅大統領と電話会談を行った。習主席は、「中国は韓国

と引き続き協力を強化し、薬品やワクチンの研究開発で協力していきたい。また、国連や G20、日中

韓等の多角的な枠組内で交流と協調を強め、両国間および国際的に感染症対策に関する連携を推進

していきたい」と述べた。（5/14人民日報ｐ1） 

□習近平・国家主席は 13日、ゴタバヤ・スリランカ大統領と電話会談を実施。習主席は、感染症の

予防・抑制を前提に各分野での協力の回復、「一帯一路」共同建設を高い質で推進する等発言。（5/14

人民日報ｐ1） 

□15 日、オルバーン・ハンガリー首相と電話会談を実施。習主席は、感染症後、積極的に二国間関

係の発展を図り、ハイレベルの交流の維持、経済貿易・投資等の協力強化、デジタル経済、人工知能

等の新分野の協力を積極的に検討する等言及。(5/15中央政府 HP） 

□15日、ラマポーザ・南アフリカ大統領と電話会談を実施。習主席は、医療分野での対南アフリカ

支援継続、双方の全面的戦略的パートナーシップの深化発展の推進等に言及。(5/15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。 


