
1 

 

中国経済週報（2020.1.8～1.15） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

 

１．未払金問題への対策                    

民間・中小企業への未払金対策 

●8日、李克強・国務院総理は国務院常務会議を開催。政府部門及び国有企業が民間企

業や中小企業に対して抱えている未払金を、2020 年末までに一掃するよう関係各部門

に指示。同時に、未払金はとりわけ農民工への賃金支払に影響するとして、春節までに

集中的に清算するよう求めた。会議で決定された主な内容は以下のとおり。 

(1) 各地の関連部門は、意見の相違のない未払金について、償還計画を策定 

(2) 未払金清算と農民工賃金未払根絶が連動する仕組みを確立 

(3) 制約・懲戒を強化。清算が終わっていない省・市・県レベル政府部門に対し、一

般支出と「三公」(海外出張・公用車・公費接待）経費の圧縮、補助金厳重抑制 

農民工への賃金未払対策 

●7日、国務院は「農民工賃金支払保障条例」を公布(5月 1日より施行）。農民工賃金

の期日どおりの全額支払を保障するため、雇用主体の責任の徹底・支払方法の規範化・

未払賃金の清算責任の明確化・特に建設分野における各種の問題へのきめ細かな対応・

監督管理手段の強化等を規定した。 

●同日、人力資源社会保障部は「2019 年第 4 次農民工賃金未払ブラックリスト(注)」を

発表。リスト入りした事業主・雇用者は、ブラックリスト管理暫定規則に基づき、政府

の資金援助・政府調達・入札・生産許可・市場参入等の多方面において厳重に処罰され

る。 

（注）2019 年第 1 次～4 次「農民工賃金未払ブラックリスト」において計 280 企業・団体が名簿に掲載 

２．豚肉の安定供給対策を継続                

●8日、李克強・国務院総理は国務院常務会議にて、春節前に市場の安定供給、特に豚

肉の安定供給に全力を尽くすと強調。「春節期間中、どうあろうとも大衆が豚肉を購入

でき、餃子を作ることができ、活気ある年越しができるようにする」等述べた。 

●3日及び 9日、華商儲備商品管理中心(注)は中央備蓄豚肉の放出・競売に関する通知を

発表。3 日は 3 万トン、9 日は 2 万トンが放出された。昨年 9 月以降の中央備蓄豚肉の

放出は計 9回で、累積放出量は 22万トン。 

(注)1998 年設立。中央備蓄の砂糖・肉の管理を専門的に行う組織。財務は中央政府が管轄。 

●8日、于康震・農業農村部副部長は定例記者会見において、12月の豚の生産状況等に

ついて説明。主な発言は以下のとおり。 

(1) 豚の生産は引き続き回復の勢いを保っており、出荷量は大幅に増加 

(2) 12月の豚の出荷量は前月比 14.1％増加。これは豚の出荷量が減少を続けていた 8

月～11月とは全く異なる状況 

(3) 12月の豚肉小売取引量は前月比 11.7％増加。これにより豚肉の需給ギャップはあ

る程度緩和 

(4) 中央備蓄豚肉や輸入豚肉等を引き続き市場に供給 

(5) 春節期間中、豚肉の供給は安定する見通し
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３．全国税務工作会議が開催                 

●6日、国家税務総局は全国税務工作会議を開催。会議は主に以下の成果を確認した。 

(1) 2019年の減税・費用の引下げの総額が GDPの 2％以上を占める 2兆元超となり、

これにより GDPを 0.8％押し上げる経済効果があった 

(2) 全国の税務組織が徴収した 2019 年の税収は前年比 1.8％増の 14 兆元（輸出免税

還付額控除後）、輸出免税に係る還付税額は前年比 5.8％増の 1 兆 5,740 億元とな

り、強力な輸出支援となった 

(3) 税務手続の簡素化の取組でも一定の成果が挙がり、納税者満足度が向上し、世銀

の実施するビジネス環境ランキングでも 3年連続の上昇を達成した 

４．西村経済財政政策担当大臣が訪中                      

●7－11日、西村康稔・内閣府特命担当大臣（経済財政政策）が北京と重慶を訪問。北

京では、何立峰・国家発展改革委員会主任と会見し、両国経済の見通しやマクロ経済政

策の在り方、世界経済の発展のために両国が取り組むべき課題、少子高齢化等日中両国

が共通に抱える中長期的課題等について活発な議論が行われた。 

●重慶では、陳敏爾・重慶市党委書記と会見し、中国内陸部の今後の経済発展戦略、内

陸部から見た中国経済の今後の見通し、地域格差等日中両国が共通に抱える課題等につ

いて意見交換を実施。経済社会のスマート化への取組における協力、観光振興の取組等

により人的交流が盛んになることが双方にとって有益との認識で一致した。 

●このほか、北京ではベンチャー企業支援や自動運転車の開発等の取組、重慶ではビッ

グデータやロボット等を用いた先端産業の取組の視察が行われた。 

５．米中経済貿易関係                    

「第一段階」合意文書署名について発表  

●15日、ワシントンのホワイトハウスにて、米中の第一段階の通商合意文書署名式が開

催。劉鶴・国務院副総理とトランプ・米大統領がともに署名を行った。劉副総理は、「第

一段階の通商合意の達成は、中国に有益であり、米国に有益であり、世界に有益である」、

「米中は第一段階合意の実行に努めなければいけない。これは当面の急務であり、将来

の二国間貿易関係の発展にとって重要な役割を持つ」と述べた。 

●米通商代表部(USTR)の発表によると、知的財産、技術移転、農業、金融サービス、通

貨、貿易拡大、紛争解決の各分野に関する協定に署名。貿易については、中国は今後 2

年間で 2017年に比べて 2,000億ドル以上の米国製品及びサービスを輸入する。 

●また米側は、追加関税措置の修正を行うと発表。2019年 9月 1日に適用開始した第 4

弾追加関税（1,200憶ドルの中国製品に対する 15％の制裁関税）の税率を、半分の 7.5％

に下げるとした。 

米国、中国の「為替操作国」認定を解除 

●13日、米財務省は半期に一度の為替報告書(注)を発表し、中国に対する「為替操作国」

の認定を解除した。米国は昨年 8月、国際貿易において優位を獲得するため、通貨切下

げを行って人民元安を誘導したとして、中国を「為替操作国」に認定していた。 

●これに関し 14 日、中国外交部報道官は定例記者会見にて、「中国は本来為替操作国

ではない。米国の最新の結論は事実及び国際社会の共通認識に合致する」、「競争的為

替切下げを行なったことはないし、するつもりもない」、「人民元の為替レートの合理

的でバランスの取れた水準での基本的安定を維持する」等表明した。 

（注）通常 4 月と 10 月の年 2 回連邦議会に提出されるが、2019 年は 1 回目が 5 月に提出され、10 月は

提出が見送られていた。  
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６．各種統計の公表                     

●12月物価～CPIは前年同月比4.5％上昇、PPIは同0.5％下落（9日 国家統計局発表） 

 

 

 

 

 

●12月自動車販売～前年同月比 0.1％減（13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) 

12月 265.9 ▲0.1 ＋3.5 

1-12月 2,577.0 ▲8.2 1-11月比＋0.9 

 
 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) 

12月 221.3 ▲1.0 ＋4.4 44.5 3.9 ▲3.0 

1-12月 2,144.4 ▲9.6 1-11月比＋0.9 432.4 ▲1.1 1-11月比＋0.5 

 
 新エネ車販売 

台数(万) 前年同月比(%) 前月からの変化(pt) 

12月 16.3 ▲27.6 ＋16.1 

 

 
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) 

12月 14.0 ▲27.1 ＋14.1 2.1 ▲34.4 ＋20.0 

 

 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) 

12月 41.6 18.8 ＋3.1 52.6 23.8 ▲2.2 

  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) 

12月 15.7 7.1 ▲0.1 15.3 6.9 ＋2.6 

  フランス 

台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 

12月 1.0 0.4 横ばい 

 

 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) 

12月 4.5 横ばい ▲0.5 ＋0.9 
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●12月貿易～単月貿易総額は前年同月比11.3％増、輸出が7.6％増、輸入が16.3％増。

1-12月貿易総額は前年同期比1.0％減、輸出が0.5％増、輸入が2.8％減（14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) 

12月 4,285.0 11.3 ＋11.6   467.9 

1-12月 45,753.0 ▲1.0 1-11月比＋1.1 4,215.1 

 
 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) 

12月 2,376.5 7.6 ＋8.9   1,908.6 16.3 ＋15.5 

1-12月 24,984.1 0.5 1-11月比＋0.7 20,768.9 ▲2.8 1-11月比＋1.5 

 
 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) 

12月    287.1 6.9 ＋10.7 ▲40 

1-12月 3,149.9 ▲3.9 1-11月比＋1.1 ▲285 

 
 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) 

12月  123.8 ▲3.4 1-11月比＋4.4 163.3 16.4 ＋16.6 

1-12月 1,432.3 ▲2.6 横ばい 1,717.6 ▲4.9 1-11月比＋2.0 

 
 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) 

12月    456.4 ▲10.0 ＋8.2 232 

1-12月 5,412.2 ▲14.6 1-11月比＋0.6 2,958 

 
 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) 

12月 344.1 ▲14.6 ＋8.4  112.3 7.8 ＋5.1 

1-12月 4,185.1 ▲12.5 横ばい  1,227.1 ▲20.9 1-11月比＋2.4 
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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 7日、国務院令に署名し、「農民出稼ぎ労働者賃金給付保障条例」を公布し

た。同条例は、法に基づいて事業者の賃金支払責任と地方政府の監督責任を明確化し、賃金未払問題

を徹底的に解決していく方針を示している。今年 5月 1日から実施。（1/8経済日報 p2） 

□7日、人力資源社会保証部は、2019年第 4次農民出稼ぎ労働者賃金未払いブラックリストを発表。

リスト入りした雇用者は、「農民出稼ぎ労働者賃金給付保障条例」に基づき、政府の資金援助、政府調

達、入札、生産許可、市場参入等多方面において、厳重に処罰される。（1/7新華社） 

□7日、中国共産党中央政治局常務委員会は会議を開催。全人代常務委員会、国務院、全国政治協商会

議、最高人民法院、最高人民検察院の各党組織の業務報告及び中央書記処の業務報告を聴取した。

（1/8人民日報ｐ1） 

□李克強・国務院総理は 8日、国務院常務会議を招集し、政府部門や国有企業の民営企業・中小企業

に対する未払金の清算を一層推進するよう求めたほか、春節期間中の市場供給・価格の安定保障につ

いて手配を行った。（1/9経済日報 p3） 

□10日、中共中央と国務院は、北京にて国家科学技術奨励大会を開催し、習近平・国家主席、李克

強・国務院総理らが出席。習主席は、元中国船舶重工業集団及び元中国科学院大気物理研究所の研究

者各１名に国家最高科学技術奨励賞を授与し、李総理が講話を行った。（1/11人民日報ｐ1、p2） 

 

2.財政 

□国家税務総局によると、2019年、減税と費用削減の総額は 2兆元を超え、国民総生産に占める比率

が 2％以上になった。これにより、2019年の GDPが 0.8ポイント押し上げられた。（1/8人民日報 p2） 

□中国銀行保険業監督管理委員会によると、2019年の中国の農業保険の収入額は 680億元、国内で農

業保険が提供したリスク補償額は 3兆 6,000億元に達し、アジア最大になった。2008年以来、累計

2,400億元が 3億 6,000万軒の農家に支払われた。（1/13人民日報ｐ8） 

 

3.金融・為替 

□7日、劉鶴・国務院副総理の主宰で、第 14回国務院金融安定発展委員会が開催。会議は、中小企業の

融資難及び融資コスト高に関し、更なる緩和策の検討と関連作業を手配した。（1/7中国政府 HP） 

□国家外国為替管理局は 7日、昨年 12月末の中国の外貨準備高は 3兆 1,079億ドルで、前月末から

123億ドル（0.4％）増加したと発表。同局は、2019年の外貨準備高には小幅の変動が見られたが、全

体として安定を保った」との見方を示した。（1/8人民日報 p10） 

□中国人民銀行は 8日、人民元取引の対ドル相場の基準値を 1ドル＝6.9450元と前日の基準値より

0.024％元高に設定した。（1/9国際商報ｐ1） 

□中国人民銀行は 9日、ラオス銀行と 2国間の自国通貨建て決済協力取決めに調印した。（1/10人民

日報ｐ3） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□王受文・商務部副部長は 8日、2020中外投資促進機構工作会議にて、今後も引き続き高水準の対外

開放を推進し、外商投資ネガティブリストを更に削減する方針を明らかにした。（1/9人民日報 p3） 

□中国とキリバスは 6日、「一帯一路」共同建設に関する協力文書に調印した。これまでに太平洋の

島国 10か国を含めた 138か国と 30国際機構が、中国と「一帯一路」の共同建設に関する協力関係を

結び、調印された文書は 200部にのぼった。（1/9国際商報ｐ3） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□中国知的財産権局の局長会議によると、2019年、国内では１万人あたりの特許保有件数が 13.3件に

達し、有効商標登録件数が 2,521万 9,000件、特許質権融資総額が 1,500億元を超えた。（1/8経済日

報 p5） 
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□中国民用航空局によると、2019年の民間航空総輸送量は 1,292億 7,000万トンキロメートル、旅客輸

送量は延べ 6 億 6,000 万人、貨物輸送量は 752 万 6,000 トンで、前年同期比それぞれ 7.1％、7.9％、

1.9％増加した。（1/8人民日報 p2） 

□テスラ社は 7日、新型 EV「モデルＹ」の生産を上海の工場で開始すると発表。（1/9国際商報ｐ1） 

□高峰・商務部報道官は 9 日、中国の家政サービス市場は 2020 年も 20％超の成長になるとの予測を明

らかにした。（1/10国際商報ｐ1） 

 

6.農業・農村 

□于康震・農業農村部副部長は 8日、生きた豚の生産状況についての定例記者会見を開催。「当面、生

きた豚の出荷量が著しく増加したため、豚肉の供給は回復に向かっている。春節期間中には安定した豚

肉の供給が保障できる」との考え方を示した。（1/9経済日報 p5） 

□独立法人華商備蓄商品管理中心は 1月 3日及び 9日、中央備蓄冷凍豚肉の投入・競売に関連する通知

を発表。3 日は 3 万トン、9 日は 2 万トンが投入され競売にかけられた。昨年 9 月以降の中央備蓄豚肉

の投入は計 9回で、投入量は 22万トン。（1/7中央広播電視総台） 

□国家糧食・物資備蓄局は 8日、2020年 1月 5日までに秋収穫の穀物が 1億 775万トンに達したことを

明らかにした。（1/9人民日報 p10） 

□国家糧食・物資備蓄局は 8 日、政府による 2019 年度の穀物購買調達量が 3 億 9,500 万トンに達した

ことを明らかにした。（1/10人民日報ｐ7） 

□中国農業科学院によると、2019 年、中国の農業科学技術の進歩の農業生産への寄与率は 59.2％に達

し、農業機械の使用率を示す農作物耕作の総合機械化水準は 70％を上回った。（1/10経済日報ｐ6） 

 

7.労働・社会保障 

□全国応急管理工作会議は 7日、2019年の全国の事故件数・死亡者数ともに 18.3％減少したことを明

らかにした。（1/8人民日報ｐ13） 

□人力資源社会保障部はこのほど、工業固体廃棄物処置士や家政サービス員などを含めた 24の国家職

業技能基準を発表した。（1/8人民日報 p13） 

 

8.環境・エネルギー 

□自然資源部は 9日、石油・天然ガスの探査・採掘市場を全面的に外資に開放する内容を盛り込んだ「鉱

産資源管理改革の推進に関する若干の意見」を発表。純資産 3億元以上の国内外の会社が、石油・ガス

の探査や採掘を行う鉱業権の取得資格を有するとした。（1/10人民日報ｐ10） 

 

9.科学技術・イノベーション 

□中国科学院国家天文台によると、11 日、500m 口径の球状電波望遠鏡「FAST」が、国家の検証に合格

し、正式に運行開始した。FASTの感度は世界で 2番目に大きい電波望遠鏡の 2.5倍以上、探査可能スペ

ースは 4倍以上となる。（1/12人民日報ｐ1） 

 

10.主要国との経済関係 

□習近平・国家主席は 6日、マーマウ・キリバス大統領と会談を実施。習主席は「9月の国交回復以来、

双方は各分野で協力を盛んに実施し、多くの早期収穫を得た」、「『一帯一路』イニシアティブを『キルギ

ス 20年発展計画』と連携させ、実務協力を拡大する必要がある」等述べた。（1/7人民日報ｐ1） 

□習近平・国家主席は 6日、トーンルン・ラオス首相と会見を行った。習主席は、中国・ラオス経済回

廊の建設を加速させ、鉄道や経済パークなどの大型プロジェクト協力を着実に進め、両国の全面的戦略

協力パートナーシップを新たな段階に引き上げたいと表明した。（1/7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。 


