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中国経済週報（2020.5.7～5.13） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

１．党中央の動き                      

国務院常務会議が開催 

●6日、李克強・国務院総理は国務院常務会議を開催。企業の安定と雇用確保のために

各地方各部門が打ち出した措置（8方面 90項目）を確認。主要な内容は以下のとおり。 

(1)小規模・零細企業及び個人事業主への増値税減免の強化 

(2)交通運輸、飲食、旅行等業界企業の欠損金の繰越期間を 5年から 8年へ延長 

(3)企業が納付する社会保険（介護・失業・労災）を上半期で 6,000億元減免 

(4)道路通行料金の軽減と電気・ガス料金の引下げで企業負担を上半期で 670億元軽減 

(5)預金準備率引下げで 1.75兆元の資金を供給 

(6)中小・零細企業と個人事業主に 2.85兆元の低コスト融資を提供 

(7)中小・零細企業約 110万社への 1兆元超の融資について、返済を猶予 

(8)春耕生産、牧畜業の振興を強化 

●会議はその他、下記の関連政策を要求した。 

(1)小規模・零細企業と個人事業者の所得税納付を猶予 

(2)地方専項債券の新規限度額を 1兆元追加し 5月末までの発行完了を目指す 

李総理が座談会で「政府活動報告」の意見聴取 

●11日、李総理は座談会を開催。各民主党派中央・全国工商連合責任者・無党派人士代

表から「政府活動報告(意見募集稿)」への意見を聴取。李総理の主な発言は以下の通り。 

(1)新型肺炎の深刻な衝撃と世界経済の衰退で、中国の発展は未曽有の困難と試練に直

面。情勢の変化を適時に追跡・分析し、マクロコントロールを強化せねばならない。 

(2)政策調節の重点は「六つの安定」「六つの保障」に置かねばならない。保障は新たな

情勢に対する積極的措置であり、保障の最低ラインを確保してこそ、経済のファンタ

メンタルズを安定させ、小康社会の全面的建設の基礎を固めることができる。 

(3)中小零細企業は経済社会の発展維持の土台であり、民生と雇用を養う土壌。中小零

細企業を支援して難関を克服することを、マクロ政策の重要な内容とせねばならない。 

(4)改革開放への依拠を堅持し、市場の活力と社会の創造力を更に発揮させ、経済社会

発展目標任務の実現に努めねばならない。 

（注 1）座談会には韓正・中共中央政治局常務委員・国務院副総理が出席。国務院副総理の孫春蘭・胡春華、中央 

   統一戦線工作部部長の尤権、国務委員の魏鳳和・王勇・王毅・肖捷・趙克志、全国政協副主席 7 名が参加した。 

（注 2）六つの安定：雇用・金融・対外貿易・外資・投資・予測の安定。 

   六つの保障：住民雇用・基本民生・市場主体・食糧エネルギー安全・産業供給網安定・末端組織運営の保障。 
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２．指導者の地方視察                         

習近平国家主席の山西省視察（経済関係） 

●11－12日、習近平・国家主席は山西省大同市・太原市を訪問。農業産業基地・移民新

村・文化財保護単位・改革モデル区にて、新型肺炎の予防抑制や経済社会発展の取組、

貧困脱却業務の成果について視察を行った。習主席は以下の取組を推進すると強調。 

(1)内需拡大の着実な取組、製造業の強化、エネルギー革命、産業構造の調整、科学技術

革新の強化、その他重点改革分野での困難克服等 

(2)黄河流域の生態保護の着実な実施、グリーンな生産・生活方式の構築指導、山西省

黄河流域における保護と開発の両立の推進 

(3)農業・農村の基礎を強固にし、農業の供給サイドの構造改革、農業・農村のインフ

ラ建設、貧困の逆戻りの監視・警戒や機動的な支援を強化 

(4)民生の保障・改善の確実な実施、積極的な雇用優先政策の実行、新型肺炎によって

明るみになった公衆衛生システムの不備の改善 

胡春華副総理の吉林省視察 

●8－10日、胡春華・国務院副総理は穀物・豚の生産が盛んな吉林省を訪問。春耕と

豚生産の状況を視察した他、東北の黒土地帯(注)の保護に配慮した耕作状況を調査。 

●胡副総理は、「六つの保障」任務を実行に移して農業生産に着実に取り組み、食糧

生産の安定化と豚の生産回復に向けた目標・任務を達成し、穀物の安全と重要副食品

の供給保障・価格安定を確保せねばならないと強調した。 

（注）東北地方の黒土地帯は、有機物含有量が多く、肥沃な土壌とされる。2018 年 7 月、吉林省は黒土地帯保護に焦

点を当てた中国初の地方法規、「吉林省黒土地保護条例」を施行。 

３．米中経済貿易関係                       

米中閣僚が電話会談を実施 

●8日、劉鶴・国務院副総理は、ライトハイザー・米通商代表及びムニューシン・米財

務長官と電話会談を実施。 

●新華社は、「双方は、マクロ経済と公共衛生の協力を強化し、米中第一段階経済貿易

協議の実行のために有益な雰囲気と条件を作り出すことに努力し、積極的な成果を得る

ことを推進しなければならない、と表明した。」と報道。USTRは、「両国は、現下の世界

的な健康上の緊急事態にもかかわらず、適時に協定上の義務を果たすことで合意した。」

と公表。 

第 1段階通商合意の再交渉の可能性を巡る米中の応酬 

●11日、「環球時報」英語版「GLOBAL TIMES」は、中国政府筋情報として、中国内では

米中の第 1段階の通商合意への不満からタカ派の声が高まっており、一部では、再交渉

や米国への報復的アプローチを望む声が出ていると報道。新型コロナウイルスに関連す

るトランプ・米大統領の「反中国的な陰謀」が原因とした。 

●12日、中国外交部は、記者会見にて第一段階の通商合意の再交渉の計画について問わ

れた際、「米中が合意した第 1段階の通商合意は、中国、米国、世界に利益をもたらす。
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双方は平等と相互尊重の原則を堅持し、共に合意を着実に実施していくべきである」と

表明した。 

対米追加関税適用除外品を発表 

●12日、国務院関税税則委員会は、第 2次対米追加関税商品第 2回品目リストを公表。

新たに 79品目を追加関税の適用除外とするとした。除外期間は 2020年 5月 19日～2021

年 5月 18日。 

 (注)中国による対米追加関税措置の適用除外品目リストの公表は、今年 2 月に続き今回で 4 回目。 

４．対外経済関係                       

習近平・国家主席が各国首脳と会談 

●7日、ミルジヨーエフ・ウズベキスタン大統領と電話会談。防疫分野含む支援及び二

国間の「一帯一路」事業の順調な実施を希望する旨を表明。 

●7日、デ・ソウザ・ポルトガル大統領と電話会談。医療物資援助の継続と感染症終息

後の「一帯一路」協力推進、包括的・戦略的パートナーシップの推進を表明。 

●8日、プーチン・ロシア大統領と電話会談。5月 9日の対独戦勝 75周年記念日への祝

賀を述べると共に、ロシアの疫病対策への支援継続を表明。 

●9日、金正恩・朝鮮労働党委員長へ、中国の新型肺炎流行抑制を称賛するメッセージ

への感謝と、北朝鮮への防疫協力強化、双方の発展重視等を表明するメッセージを送付。 
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５．各種統計の公表                       

●4月貿易～輸出は前年同期比 3.5％増、輸入は 14.2％減（7日 海関総署発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 中国の貿易 

貿易総額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

貿易収支額 

(億ドル) 

4月 3,552.2 ▲5.0 ▲1.0 453.4 

1-4月 12,983.3 ▲7.5 1-3月比＋0.9 582.4 

 

 

 

 

 

 

 中国の貿易 

輸出額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

輸入額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

4月 2,002.8 3.5 ＋10.1 1,549.4 ▲14.2 ▲15.1 

1-4月 6,782.8 ▲9.0 1-3月比＋4.3 6,200.5 ▲5.9 1-3月比▲3.0 

 
 日中間の貿易 

貿易総額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

貿易収支額 

(億ドル) 

4月 284.0 10.0 ＋8.1 ▲10.9 

1-4月 953.0 ▲4.9 1-3月比＋5.2 ▲86.9 

 
 日中間の貿易 

輸出額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

輸入額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

4月 136.6 33.0 ＋34.4 147.4 ▲5.1 ▲9.9 

1-4月 433.6 ▲4.9 1-3月比＋11.1 519.9 ▲4.8 1-3月比▲0.1 

 
 米中間の貿易 

貿易総額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

貿易収支額 

(億ドル) 

4月 412.5 ▲1.1 ＋17.5 228.7 

1-4月 1,370.6 ▲15.2 1-3月比＋4.9 635.6 

 
 米中間の貿易 

輸出額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

輸入額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

4月 320.6 2.2 ＋23.0 91.9 ▲11.1 ＋1.5 

1-4月 1,003.7 ▲18.2 1-3月比＋7.0 366.9 ▲5.9 1-3月比▲2.2 
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●4月自動車販売～前年同月比 4.4％増（11日 自動車工業協会発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●4月物価～CPIは前年同月比 3.3％上昇、PPIは同 3.1％下落（12日 国家統計局発

表） 

 

  

 自動車販売台数 

台数(万) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

4月 207.0 4.4 ＋47.7 

1-4月 576.1 ▲31.1 1-3月比＋11.3 

 
 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) 

4月 153.6 ▲2.6 ＋45.8 53.4 31.6 ＋54.2 

1-4月 443.3 ▲35.3 1-3月比＋10.1 132.8 ▲12.4 1-3月比＋16.0 

 
 新エネ車販売 

台数(万) 前年同月比(%) 前月からの変化(pt) 

4月 7.2 ▲26.5 ＋26.7 

 

 
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) 

4月 5.1 ▲28.6 ＋27.0 2.0 ▲20.7 ＋23.4 

 
 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) 

4月 39.1 25.4 ＋6.9 39.1 25.4 ▲0.2 

 

 フランス 

台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 

4月 0.6 0.4 ＋0.2 

 

 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) 

4月 13.9 9.1 ＋3.0 5.5 3.6 ▲3.4 

 

 

 CPI（消費者物価指数） PPI（工業生産者物価指数） 

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

4月 3.3 ▲1.0 ▲3.1 ▲1.6 
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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 6 日、中国共産党中央政治局常務委員会会議を主宰した。会議は、常態化の

防疫メカニズムの一層整備について検討するとともに、湖北省と武漢市の経済・社会の発展を更に

支援していく方針を示した。（5/7人民日報ｐ１） 

□8日、中共中央委員会は党外人士座談会を北京にて開催。座談会では、新型肺炎対策業務につい

て各民主党派、全国工商連合及び無党派代表から意見・提案を聴取した。習近平主席は、引き続

き、疫病発生の防止・抑制に万全を期し、操業再開・復学を着実に推進し、貧困脱却の目標を達成

し、全面的に小康社会を建設しなくてはならないとの重要講話を行った。（5/8新華社） 

□習近平・国家主席は 11日、山西省を訪問。大同市雲州区の有機ユウスゲの標準化栽培基地及び

西坪鎮坊城新村を訪れ、貧困脱却堅塁攻略の成果を視察した。その後、雲岡石窟を訪れ、歴史文化

遺産の保護状況を実地調査した。（5/11新華社） 

□李克強・国務院総理は 6 日、国務院常務会議を招集し、新型肺炎の影響を受けた企業への支援策

の実施状況を聴取するとともに、零細企業や個人事業主に対する増値税の減免拡大や、発行済の地

方専項債券 1 兆 2900 億元に加え、さらに 1 兆元を 5 月末に前倒し発行する等の関連支援策を整備

し、企業経営及び雇用の安定への支援を更に拡大する方針を決めた。（5/7人民日報ｐ１） 

□李克強・国務院総理は 7 日、新型肺炎対応中央領導小組会議を主宰。労働節期間中の人の流動や

集中情況下での予防・抑制措置の効果の迅速な評価を行うよう指摘すると共に、生活サービス施設

の経営回復や住民消費の回復を推進すること、PCR検査の安全性、速度、信頼性を高め、重点企業の

生産能力拡大を支援すること等が指摘された。（5/7中国政府 HP） 

□李克強・国務院総理は 11日、各民主党派、全国工商連合等と党外人士座談会を北京にて開催。「政

府活動報告（意見募集稿）」についての意見を聴取した。李総理は「我が国の発展はかつてない困難

な課題に直面している」と述べ、マクロコントロールを強化し、6つの安定・6つの保障に政策調整

の力点を置き、全面的な小康社会の基礎固めをしなければならない等強調した。（5/11中国政府 HP） 

□10日、クラウド上での「中国ブランドの日（2020 年）」が開催。1300余の企業・専門家の参加に

より博覧会と国際フォーラムを実施する。李克強・国務院総理は、ブランド構築を強化し、中国製品

及びサービスの質と影響力を高めることは、内需拡大と質の高い発展推進のため重要な一面で、大

衆消費のグレードアップと国家発展の需要を満たさなければならないとした。（5/11人民日報ｐ1） 

□自然資源部海洋戦略計画・経済司が 9日発表した「2019年中国海洋経済統計報告」によると、2019

年の中国の海洋経済生産高は 8兆 9,000億元に達し、10年間で 2倍となり、国内総生産（GDP）に占

める割合は 20年連続で 9％前後を維持している。（5/10人民日報ｐ１） 

□8日、ゲオルギエバ・IMF専務理事は、新型コロナウイルスを巡る不確実性が高いとして、世界

経済の見通しを下方修正する可能性があると示唆。米中貿易戦争が再燃すれば、新型ウイルス流行

からの回復が遅延すると警告した。（5/9ロイター） 

 

2.財政 

□財政部と国家知的財産権局は 4月 30日、「2020年度知的財産権運営サービスシステムの構築に関

する通知」を配布。全国の複数の重点都市を選定し、一都市当たり 1 億 5,000 万元を支給して 3 年

以内の知的財産権の運営・サービス体系の構築を支援すると表明した。（5/8経済日報 p6） 

□財政部、国家税務総局は 7 日、操業再開などを支援するため、個人経営者など小規模納税者に対
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する増値税減免措置を 2020年末まで延長する方針を発表した。（5/8人民日報ｐ7） 

 

3.金融・為替 

□中国銀行保険業監督管理委員会は 4 月 20 日、金融資産投資会社に対し、債務の株式化の健全な

発展を促進し、会社の資産管理業務を更に規範化するよう求めた。（5/7国際商報 p１） 

□中国銀聯が 6日発表したデータによると、労働節連休中（5/1-5）における銀聯オンライン取引

額が 1兆 5,700億元を突破した。（5/7人民日報ｐ１） 

□中国人民銀行、国家外国為替管理局は 7日、海外機関投資家による中国金融市場への投資枠を撤

廃し、中国金融市場の一層の開放を推進する方針を発表した。（5/8人民日報ｐ7） 

□国家外国為替管理局が 7日発表した 4月末の外貨準備高は 3兆 915億元で、前月末から 308億ド

ル（1％）増加した。増加幅は 2014年 4月以来の最高値を更新した。（5/8経済日報ｐ6） 

□中央銀行が 11日に発表した 4月の金融統計によると、貨幣供給量は 4月末、広義通貨 (M 2) の

残高が前年同期比 11.1%増の 209兆 3500億元となった。狭義貨幣 (M 1) 残高は同 5.5%増の 57兆

200億元となった。4月末時点の社会融資残高は前年同期比 12%増の 265兆 2,200億元で、人民元建

て貸付金額は前年同期比 6818億元増の 1兆 7,000億元となった。（5/12人民日報ｐ7） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□税関総署の発表によると、今年１-4月の貿易総額は 9兆 700億元で前年同期比 4.9％低下し、低

下幅は１-3月期より 1.5ポイント縮小した。4月単月の輸出は 1兆 4,100億元で、前年同期比

8.2％増加し、今年初めてのプラス成長に転じた。また、１-4月のアセアンと「一帯一路」沿線諸

国との貿易額は増加したが、欧州、アメリカ、日本との輸出入は低下した。（5/8人民日報ｐ7） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□中国物流購買連合会は 6 日、4 月の中国物流産業景気指数が 53.6％で、前月を 2.1 ポイント上回

ったと発表した。（5/7人民日報ｐ7） 

□中国工業経済運営情勢分析フォーラムによると、昨年の全国の工業インターネット市場規模は 700

億元を突破した。（5/7人民日報ｐ7） 

□国家郵政局によると、労働節連休中（5/1-5）の全国の宅配便取扱件数は 11 億 2,000 万件で、前

年同期比 41.8％増加した。（5/7人民日報 p１） 

□中国国家鉄道集団有限公司によると、労働節連休中（4/30-5/5）に鉄道を利用した旅客数は延べ

3,385万人に上った。日当たり運行本数は 7,153本だった。（5/7経済日報ｐ6） 

□中国電子情報産業発展研究院が 4 月 27 日に発表した「2020 年第 1 四半期中国家電市場報告」に

よると、第１四半期の家電市場の売上額は 1,204 億元で、前年同期を大幅に下回った。一方、電子

商取引による家電売上額の貢献率は全体の 50％を超えた。（5/6国際商報ｐ1） 

□国務院は 6日、雄安新区等 46都市・地域への越境電子商取引(EC)総合試験区の新設について承認

すると発表した。（5/7国務院 HP） 

 

6.農業・農村 

□胡春華・国務院副総理は 8-10日、吉林省で食糧と豚の生産状況を視察し、食料安定と豚生産の回

復に努め、国の食料安全と食品物価の安定を確保するよう求めた。（5/11人民日報 p2） 
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□財政部、国家林業草原局は 4 月 24 日、「林業草原生態保護回復資金管理弁法」を配布。耕地を森

林に戻す政策の新たな補助金基準を発表し、１ムー耕地面積当たり1,200元を支給するとした。（5/11

人民日報ｐ15） 

 

7.労働・社会保障 

□国務院貧困対策弁公室によると、4 月 30 日時点で 25 の省における出稼ぎ貧困労働者の人数は

2,603万 7,900人で昨年同期人数の 95.4％に達し、貧困支援企業の再稼働率は 97.5%、貧困支援工場

の再稼働率は 97%に達した。（5/8経済日報 p１） 

 

8.環境・エネルギー 

□中国石炭工業協会によると、第１四半期の石炭消費量は 8 億 7,000 万トンで前年同期比 6.8％減

少、石炭生産量は 8 億 3,000 万トンで前年同期比 0.5％減少、石炭輸出量は 9,577 億 8,000 万トン

で前年同期比 28.4％増加した。今年の石炭市場の需給は全体として均衡しているとの見方を示した。

（5/8人民日報ｐ7） 

□生態環境部は 7日、2019年の環境報告を発表。地級市以上の全国 337都市を対象とした PM2.5の

平均濃度は 36マイクログラムで、前年比横ばいであった。同部は、大気や水質、海洋環境、土壌な

どを含めた中国の環境状況が全体として改善されているとの見解を示した。（経済日報ｐ6） 

 

9.科学技術・イノベーション 

□8日 13時 49分、中国の次世代有人宇宙飛行船実験船の船が「東風着陸場」の指定エリアに無事着

陸し、飛行試験が順調に終了した。（5/9人民日報 p１） 

 

10.主要国との経済関係 

□中国とベラルーシは 4月 30日、二国間におけるサービス貿易と投資協定に関する実行可能性調査

の共同研究覚書に調印した。（5/6国際商報 p１） 

□習近平・国家主席は 7 日、ウズベキスタンのミルジヨーエフ大統領と電話会談を実施。習主席は

防疫分野への支援及び「一帯一路」事業の順調な実施を確保したい旨述べた。（5/8人民日報ｐ１） 

□習近平・国家主席は 7 日、ポルトガルのデ・ソウザ大統領と電話会談を実施。習主席は医療物資

の援助の継続と、感染症終息後の戦略的パートナーシップの推進を表明した。（5/8人民日報ｐ１） 

□習近平・国家主席は 8日、プーチン・ロシア大統領と電話会談を実施。「大祖国戦勝」75周年記念

日への祝賀を述べると共に、ロシアの疫病対策への支援を引き続き行うと表明した。（5/8新華社） 

□習近平・国家主席は 9 日、金正恩・朝鮮労働党委員長から 7 日に受領した新型肺炎との戦いに中

国が勝利を収めたと称賛するメッセージに対し、感謝を伝えると共に、北朝鮮への防疫協力の強化、

及び中朝関係の発展重視と、戦略的な意思疎通の強化に関するメッセージを送った。（5/9新華社） 

□劉鶴・国務院副総理は 8 日午前、ライトハイザー米通商代表部代表とムニューシン米財務長官と

電話会談を行った。双方は、マクロ経済と公共衛生事業分野での協力を強化し、中米の第一段階合

意を実行するための環境作りに努め、積極的な成果を収める意向を示した。（5/9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。 


