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中国経済週報（2020.2.20～2.26） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

１．新型肺炎対策と経済発展に係る習近平主席の重要講話    

●23日、「新型コロナウイルス肺炎感染予防・抑制及び経済・社会の発展任務の手配を

統一的に計画・推進する会議」が開催。習近平・国家主席が重要講話を行った。講話に

おいて習主席は、「新中国建国以来、我が国で発生した予防・抑制の難度が最も高い重

大な突発的公共衛生事件」と位置づけたうえで、当面の感染予防・抑制のため主に以下

の重点業務を行わねばならないとした。 

(1) 北京における感染症の予防・抑制対策を全力で確実に実施 

(2) 市場の需給の動きの入念なモニタリング、野菜や家畜・家禽等の生産の積極的な

組織、輸送ルートや物流・配送の円滑化 

(3) 薬・ワクチンの研究・開発の取組拡大、効果的な診療方法の速やかな総括と普及 

(4) 薬・ワクチンの研究・開発に関する国際協力の強化 

●習主席はまた、「感染症による衝撃は短期的なものであり、全体的には制御可能であ

る」との認識を示したうえで、業務・生産再開についての要求を提起。その主要な内

容は以下のとおり。 

(1) マクロ政策の調節幅を拡大、積極的な財政政策についてはより積極的に実施 

(2) 穏健な金融政策は，柔軟性をより重視 

(3) 雇用安定の措置を全面的に強化 

(4) 貧困脱却の難関攻略の任務を断固達成 

(5) 企業の操業・生産再開を推し進め国内の効果的な需要を積極的に拡大 

(6) 農業生産で農作業の時期を逃さないよう確保 

(7) 主食品、副食品の供給を保障 

(8) 対外貿易の産業・供給各チェーンの円滑な稼働の保障、重大な対外貿易プロジェ

クト実行への確実な取組、金融等サービス業の対外開放の拡大、ビジネス環境の継

続的な最適化、長期的な投資経営に対する外国投資家や外資系企業からの信頼向上 

２．国務院常務会議が開催                  

●25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。 

大学卒業生や農民工の就業受入れを奨励 

●雇用の安定、とりわけ大学等高等教育機関の卒業生及び農民工等重点グループの雇用

を一層推進するため、以下の措置を行わねばならないとした。 

(1) 修士大学院生の募集及び専門科から本科への進学の規模の拡大。基礎医療・社会サ

ービス等ポストの募集の増加。零細企業への大学生雇用支援の拡大 

(2) 雇用単位は面接試験や採用の期限を延長する。卒業後未就業の卒業生に対しては、

2年間戸籍・身上調書を保管の上、新卒者としての扱いで就業手続を実施  

(3) 農民工雇用の積極的な拡大、ポストの安定化と就業補助の拡大。地元・近場での就

業促進 
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中小企業への支援策 

●金融支援策として、流動性困難に遭遇した中小・零細企業に対する貸付金の元本の

一時的な返済延期と利息分の 6 月 30 日までの延滞を可能とする措置を奨励。人民銀行

による再貸出・再割引の限度額を 5,000 億人民元増加させること等を決定。また、個

人営業主への支援策として、3 月 1 日から 5 月末までの湖北省内の小規模納税者(簡易

課税適用事業者)の増値税免除や、土地使用税の減免を通じた貸出側による個人営業主

の賃料の減免奨励を決定。 

３．政府各部門の動き                    

医療従事者への保障策 

●22日、党中央新型コロナウイルス肺炎感染業務指導小組は、「医療従事者を更に保護

し関心を持ちいたわる若干の措置を全面的に実行することに関する通知」を発表。（1）

湖北省の最前線の医療従事者（湖北支援医療隊含む）への臨時業務手当水準を2倍、給

与水準を3倍に引き上げる、（2）労災認定と待遇保障を確実に実施する、（3）人事評価・

昇進を優遇する 等の措置をとるとした。 

電気・ガス・ガソリン価格の引下げ 

●22日、国家発展改革委員会は、企業の操業・生産再開を支援するため、企業向けの電

気・ガス料金の引下げ措置を発表。電気は、2 月１日から 6 月 30 日まで、通常料金の

95％の価格を適用（注）。ガスは、通常 3-11月に実施されるオフシーズン価格政策を前倒

して開始するとともに、6月末までは価格水準を更に引き下げるとした。 

（注）電気は、高エネルギー消費業種を除く、一般商工業電力価格・大工業電力価格を用いる全ての企業 
  （約 5,000 万戸）が対象。また今般の通知では、2 月 7 日に開始された重点的な電気料金減免措置（医 
   療施設の新設・拡張等）についても、6 月 30 日まで実施することが明記された。これらの措置により、 
   企業の電力コストを約 590 億元引き下げる効果があると試算されている。 

●23日、国家発展改革委員会は、国際価格の変動に合わせ、国内のガソリン・ディーゼ

ルオイルの価格を 4 日と 18 日の 2 回にわたり引き下げたと発表。企業のコスト削減と

操業・生産再開の支援につながるとした。ガソリンは 1トン当たり累計 835元、ディー

ゼルオイルは 1トン当たり累計 805元の引下げとなった。 

医療保険の企業負担分を半減 

●20日、陳金甫・国家医療保障局副局長は、新型肺炎流行の影響による企業負担の軽減

策として、医療保険の企業負担分を 2月から最大 5ヶ月間半減することを発表。 

自動車産業等への支援策を発表 

●25日、工業信息化部は、各地の主管部門に対して、自動車、電子、船舶、航空、電力

設備、工作機械といったサプライチェーンへの影響が大きい産業の優先的な操業の再開、

自動車ナンバープレートの発給制限がされている地域でのナンバープレート発給増加

による自動車や関連製品の消費の促進等を求める指導意見を発表。 
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４．経済への影響                       

消費・物価への影響 

●20日、商務部はオンライン定例記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大の消費へ

の影響を説明。初歩分析によると(注 1)、サービス消費（飲食・宿泊・観光等）、耐久消

費財（自動車・家電・宝石等）への影響は比較的大きいが、生活必需品（食品・日用品

等）への影響は限定的であり、オンライン消費は安定的に増加する見込み。消費は 3月

に底打ちして 4-6月期に回復に向かい、年後半には好転して反動増が見込まれるとした。 

●21日、農業農村部は 1月の全国農業農村経済運行状況を公表。主に春節期間の需要増

加により豚肉・野菜等の価格が上昇しており、新型肺炎流行による生産・流通コスト増

加の影響もみられるとした (注 2)。 
（注 1）春節期間を挟む 1-2 月の主要統計（消費・投資・生産）は、例年 3 月にまとめて公表される。 

（注 2）1 月は、豚肉の全国平均卸売価格は 52.96 元／キロで、前月比 3.7％増、前年比 130％増。野菜の

全国平均卸売価格は 5.17 元／キロで、前月比 13.4％増、前年比 23.7％増。直近の 2 月 26 日時点で

は、豚肉は 49.16 元/キロ、野菜は 5.57 元/キロ。なおアフリカ豚コレラについては、1 月は新たな感

染事例の報告はなく、流行地域の封鎖は全て解除されたとした。 

中央企業子会社の再開率が 80％を超過 

●18日、国有資産監督管理委員会（国資委）は「国務院共同予防・抑制メカニズム」記

者会見において、中央企業に所属する 2 万余社の生産型子会社の再開率は現在 80％を

超え、特に石油・石油化学、通信、送電網、交通運輸等業界では 95％を超えたと発表。

任洪斌・国資委副主任は、「肺炎流行は中央企業の生産活動に影響を与えたが、それは

段階的かつ一時的なもの」、「国資委は年初に定めた生産経営目標と改革任務を変更しな

い」と表明した。 

スーパーの開業率が 95％を超過 

●22日、商務部は「国務院共同予防・抑制メカニズム」記者会見において、生活必需

品の市場供給と業務再開の状況について説明。王斌・商務部市場運行司副司長は、ス

ーパーマーケットチェーンの開業率は 95％以上、大型の有名ファストフードチェーン

の開業率は 90％前後、コンビニチェーンの開業率は 80％前後、全国の大型農産品卸売

市場の 80％はすでに営業を開始しており、農貿市場、社区スーパー、野菜市場等も

次々と営業を再開していると説明した。 

IMFが中国の経済見通しを引下げ 

●22日、ゲオルギエバ・IMF専務理事は、G20財務相・中央銀行総裁会議（於：サウジアラビ

アのリヤド）において、中国の 2020年の経済見通しを 5.6％に引き下げると表明。新型コロナ

ウイルスの感染拡大を受けて、本年 1月時点の予測から 0.4ポイントの下方修正となる。4-6

月期に中国経済が正常化するとの現在のベースラインシナリオに基づいており、感染がより

長期的・国際的に拡大する悲惨なシナリオについても検討中であり、その場合には更に成長

率が下押しされるとした。  
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５．各種統計の公表                     

●1月直接投資（対中）～ 対中直接投資額は前年同期比 2.2％増（17日商務部発表） 

 

 

 

 

 

●1月直接投資（対外）～ 対外直接投資額は前年同月比9.5％減（24日商務部発表） 

 

 

 

 

 

●1月自動車販売～前年同月比 18.7％減（26日 自動車工業協会発表） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 外資の対中直接投資 日本の対中直接投資 

投資額 

(億ドル) 

前年同期比 

(%) 

前月からの変化 

(pt) 

投資額 

(億ドル) 

前年同期比 

(%) 

前月からの変化 

(pt) 

1月 126.8 2.2 ＋21.6 3.6 ＋50.2 - 

 

 中国の対外直接投資 

投資額(億ドル) 前年同月比(%) 前月からの変化(pt) 

1月 83.2 ▲9.5 ＋20.3 

 

 

 

 

 

 

 自動車販売台数 

台数(万) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

1月 192.7 ▲18.7 ▲18.6 

 
 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) 

1月 160.7 ▲20.6 ▲19.7 32.0 ▲7.5 ▲11.4 

 
 新エネ車販売 

台数(万) 前年同月比(%) 前月からの変化(pt) 

1月 4.6 ▲51.5 ▲23.9 

 

 
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) 

1月 3.3 ▲55.3 ▲28.2 1.3 ▲38.7 ▲4.3 

 
 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) 

1月 37.5 23.3 ＋4.5 39.0 24.3 ＋0.5 

 
 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) 

1月 14.5 9.1 ＋2.0 5.7 3.6 ▲3.3 

 

  フランス 

台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 

1月 0.4 0.3 ▲0.1 
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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 20日、米国のビル＆メリンダ・ゲイツ財団（B＆MGF）のビル・ゲイツ共同

会長に返信し、中国の新型コロナウイルス感染症の予防・抑制工作に対するゲイツ氏と B＆MGFの

支援に感謝するとともに、国際社会に対し、協調を強化し、共に感染症に立ち向かうよう呼び掛け

た。（2/23経済日報ｐ1） 

□21日、習近平・中共中央総書記の主宰により中共中央政治局会議が開催。新型コロナウイルス肺

炎感染症予防・抑制対策に関する報告を聴取するとともに、感染症の予防・抑制と経済・社会発展

任務を統一的に計画し、確実にやり遂げることについて検討・手配を行った。(2/22人民日報 p1) 

□習近平・国家主席は 23日、北京で新型コロナウイルス肺炎感染予防・抑制及び経済・社会発展

促進に関する統括会議に出席し、生産の秩序的な再開について以下 8点を求めた①疫病危機の分

類・分級と生産再開の精確的実行、②マクロ経済政策の調整力の拡大、③雇用安定政策の全面的強

化、④貧困脱出事業の全面的実現、⑤企業の事業再開の推進、⑥農業生産の適時的実施、⑦民生の

切実な保障、⑧対外貿易・外資導入の安定確保。（2/24人民日報ｐ１） 

□韓正・国務院副総理は 21日、全国交通運行再開会議に出席し、新型肺炎感染防止をしっかり行

うことを前提として、有効な措置を取り、正常な交通運輸秩序を回復するよう求めた。（2/23経済

日報ｐ2） 

 

2.金融・為替 

□中国人民銀行が 20日発表した最新の最優遇貸出基礎金利（LPR）は、一年物が 4.05％、5年超物

が 4.75％となり、従来金利からそれぞれ 0.1％、0.05％引き下げた。（2/21国際商報ｐ１） 

□中国人民銀行が 20日発表したデータによると、１月の新規人民元建て融資は 3兆 3,400億元

で、前年同期比 1,109億元増加した。１月の新規社会融資規模は 5兆 700億元、前年同期比で

3,883億元増加した。また、１月末時点のＭ2残高は 202兆 3,100億元で、前年同期比 8.4％増加

し、増加幅は前年同期比と比べて横ばいになった。（2/21経済日報ｐ3） 

 

3.貿易・海外直接投資 

□商務部が 17日に発表したデータによると、１月、全国で新たに設立された外資系企業は 3,485

社に上り、実行ベース外資導入額は 875億 7,000万元で前年同期比 4％増加した。（2/18国際商報

ｐ１） 

□高峰・商務部報道官が 20日発表したデータによると、2019年中国のアウトソーシングサービス

契約額は前年比 18.6％増の 1兆 5,699億 1,000万元、契約執行額は前年比 11.5％増加の 1兆 695

億 7,000万元となり、初めて 1兆元の大台を突破した。（2/21国際商報ｐ1） 

 

4.産業・企業（国有企業を含む） 

□国務院国有資産監督管理異委員会は 18日、同委員会の監督管理下にある中央企業所属の 2万社以

上の主要な生産型子会社の稼働率は 80％を超え、特に石油、通信、送電、交通運輸などの業界の稼

働率は 95％を超えていると発表した。（2/19人民日報ｐ2） 

□交通運輸部と商務部の関係者が 22日に行った国務院記者会見で、全国の交通運輸企業と交通投資

事業は秩序的に操業再開を進めていることを明らかにした。一方、商務部関係者は会見で、スーバ

ーなどの開業率が 95％以上になり、生活用品の市場供給は充足していると述べた。（2/23 経済日報

ｐ2） 

□游鈞・人力資源社会保障部副部長は 20日、国務院記者会見で、年金、失業、労災の保険料減免に

よる企業負担の軽減効果は 5,000億元を超えると説明した。（2/21経済日報ｐ2） 
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□国家発展改革委員会は 22日、新型肺炎の影響から企業を救済する措置の一環として、企業向けの

電力、ガスの料金を値下げする一時的な優遇措置を発表した。総額 590 億元の負担軽減効果がある

との見通し。（2/23人民日報ｐ2） 

 

5.農業・農村 

□農業農村部によると、今年の冬季小麦作付面積は 3 億 3,200 万ムー、アブラナ科野菜の作付面積

は 9,200万ムーだった。また、2020年のトウモロコシ種子の需要予想量は 10億 6,000万キロ、現在

供給可能な量は 16億 4,000万キロで需要量を上回っている。（2/18人民日報ｐ１） 

□財政部は 20 日、農業生産と水利災害救済資金として 14 億元を調達し、各地の病虫害対策に充て

ると発表した。（2/24人民日報 p15） 

□楊振海・農業農村部獣医局局長はこのほど、全国の生体豚の生産が安定的に回復しているとの見

方を示した。データによると、1月の雌生体豚の頭数は前月比で 1.2％増加し、4ヶ月連続の増加と

なった。（2/23経済日報ｐ4） 

 

6.労働・社会保障 

□人力資源社会保障部は 19日、企業の生産再開を秩序的に推進するため、企業の雇用保障メカニ

ズムを設置し、24時間体制など多措置で対応する方針を示した。（2/20経済日報ｐ３） 

□政府は 22日、武漢で新型肺炎感染防止の第一線で作業に当たっている医療従事者に対し、給料

を 2倍に引き上げるなど、保障策を更に強化する方針を発表した。（2/24人民日報ｐ4） 

 

7.環境・エネルギー 

□国家発展改革委員会は 18 日、19 日から国内のガソリンとディーゼル油価格をトン当たりそれぞ

れ 415元と 400元に引き下げると発表した。（2/19国際商報ｐ１） 

□生態環境部によると、2 月１～19 日、全国地級市以上の 337 都市の大気状況は良好であり、大気

優良となった日数が全体に占める割合は 87.1％と、前年同期を 9.3ポイント上回った。同部は、新

型肺炎による全国の環境生態への影響はなかったとの見方を示した。（2/24人民日報ｐ15） 

 

8.主要国との経済関係 

□習近平・国家主席は 18日、フランスのマクロン大統領及びイギリスのジョンソン首相とそれぞ

れ電話で会談した。習主席は、マクロン大統領との会談で「中国はフランスを含む各国と協力して

新型肺炎に対処していきたい。」と表明した。ジョンソン首相と会談では、「中国側は英国とともに

多国間主義と自由貿易を守りたい。新型肺炎についても、英国を含む各国と協力して対処していき

たい」と述べた。（2/19人民日報ｐ１） 

□国務院関税税則委員会は 18日、米国からの輸入品に課している報復追加関税について、一定の期

間中において適用除外を受け付けると発表した。企業が提出する輸入計画を審査し、承認されれば

追加関税が免除される。3月 2日から申請を受け付ける。（2/19国際商報ｐ１） 

□国務院関税税則委員会は 21日、米国との貿易摩擦で米製品に課している追加関税に関し、適用除

外とする 65品目のリストを発表した。既に発表済みの第１弾 22品目に加え、合計 87品目が追加関

税の対象から除外される。（2/24国際商報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。 


