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中国経済週報（2020.2.27～3.4） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

１．習近平主席が感染症予防・抑制の科学研究状況を視察     

●3月 2日、習近平・国家主席は北京にて新型コロナウイルス肺炎感染症予防・抑制の

科学研究状況を視察。軍事医学研究院(ワクチンと抗体の研究開発の進展状況等)、清華

大学医学院(革新的な薬品、新型検査薬の研究開発状況等)を訪問した。 

●視察先の清華大学医学院において、習主席は座談会を主宰。科学技術部・国家衛生健

康委員会の報告を聴取し、重要講話を行った。主な内容は以下のとおり。 

(1) 感染症予防・抑制という多くの大衆が参加する革命戦争、総体戦、阻止戦に打ち勝

つためには苦難に満ちた努力を更に払わなければならない 

(2) 薬品の研究開発プロセスを加速させ、中国医学と西洋医学の組み合わせ、中医薬と

西洋医薬の併用を堅持するとともに、既に開発されている有効な薬品の普及・活用を

加速させる 

(3) ワクチン開発の推進を加速させるとともに、国外の研究開発の進展を注意深くキャ

ッチし、協力を強化し、一日も早いワクチンの臨床試験と市場での使用を推し進めな

ければならない 

(4) 複数の国家臨床医学研究センターを配置し、衛生・健康分野における科学技術の投

入を拡大し、生命科学分野の基礎研究と医療・健康の鍵となる核心的技術を強化する 

(5) 高度医療設備の不備補完を加速させ、技術面的設備のボトルネックを解消し、高度

医療設備の自主制御を実現する 

(6) 世界保健機関（WHO）との意思疎通・交流を強化し、関係諸国と病原、薬品、ワクチ

ン、検査等の面の科学研究協力を実施し、科学研究のデータ・情報を共有し、対応措

置を共に検討して打ち出す 

２．国務院常務会議が開催                  

●3 月 3 日、李克強・国務院総理は国務院常務会議を開催。「6 つの安定(雇用、金融、

対外貿易、外資、投資、予測の安定)」に向けた業務配分を行い、①交通運輸・宅配等の

物流業の回復・発展を加速する措置、②地方財政の支援拡大措置が決定された。 
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●①の主な内容は以下のとおり。 

(1) 地域・レベルごとに的確に秩序良く企業の業務再開を導き、不合理な業務再開の許 

認可審査を廃止。郵政と宅配企業に通行の便宜を与え、農村・社区の配達障害を打破 

(2) 段階的に減税・費用削減措置を強化：引き続き、大口商品保管用地に対する都市部 

 土地使用税を半額免除、貨物港湾管理事務費・港湾施設警備費等の政府が定めた費  

用徴収基準を 20％引き下げる等 

(3) 保険会社が営業車両・船舶・航空機(注)に対する保険料の適切な減免措置を行うこと 

を奨励：タクシー運転手の支援のために、各地方のタクシー会社がタクシー運転手か 

ら徴収する「手数料」の減免措置を講じることを奨励する等 

（注）新型肺炎流行期間において運行停止となったものが対象。 

●②については、基層政府が基本的民生、賃金、行政運営を保障することは、国民の直

接的利益を保障する基本的要求であるとしたうえで、以下 3点を決定。 

(1) 地方政府財政における中央政府資金比率を統一的に 5％引き上げ、増額分を全て県

政府予算に充てる 

(2) 移転支出資金の下達を加速させ、地方が優先的に感染症防止・抑制と「三保(養老・

医療・失業の社保)」への支出を予定通り、かつ、十分に行うよう指導 

(3) 地方の一般歳出をより一層削減し、感染症予防・抑制に必要な支出を除き、新たな

支出を伴う政策を厳格にコントロール 

３．OECD が経済見通しを引下げ                

●3月 2日、OECDは経済見通し中間評価を公表。中国の 2020年の成長率は 4.9％と、昨

年 11月時点の予測から 0.8ポイント下方修正した。 

●今般の予測は、新型肺炎の感染拡大は中国では 3月末までにピークを越え、他の国々

での拡大も限定的になるとの基本シナリオに基づいており、この場合 2020 年の日本の

成長率は 0.2％（0.4ポイントの下方修正）、世界成長率は 2.4％（0.5ポイントの下方

修正）としている。感染がより長期的・国際的に加速する「ドミノ」シナリオにおいて

は、日本やユーロ圏を含む国々は景気後退（recession）となる可能性があり、世界成長

率は 1.5％程度まで減速し得ると指摘した(注)。 
（注）「ドミノ」シナリオにおける各国の成長率予測は非公表。 

４．対外経済関係                      

●2月 27日、習近平・国家主席はバトトルガ・モンゴル大統領と北京で会談するととも

に、29日にピニュラ・チリ大統領、ディアスカネル・キューバ大統領とそれぞれ電話会

談を実施。習主席はいずれも「今回の感染症予防・抑制の戦いに勝利する自信、能力、

勝算が完全にある」とした上で、それぞれ以下のとおり発言。 

モンゴル大統領と会談 

●習主席は、「中国経済は強靭で、内需が大きく、産業基盤が強固なものである。我々は

今年の経済・社会の発展目標の達成を目指し、特に小康社会の全面的完成と貧困脱却の

難関攻略に重点的に取り組んでいきたい」と述べた。 
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チリ大統領と電話会談 

●習主席は、「中国経済に対する感染症の衝撃は短期的なものであり、総じて制御可能

である。長期的に上向くという中国経済のファンダメンタルズは変わっていない。」と

した上で、「中国・チリ国交樹立 50周年の今年、ハイレベルで緊密な交流・往来を維持

し、貿易・投資・科学技術・イノベーション・インフラ等の分野で協力を拡大する」等

と述べた。 

キューバ大統領と電話会談 

●習主席は、「中国経済に対する感染症の衝撃は短期的なものであり、総じて制御可能

である。長期的に上向くという中国経済のファンダメンタルズは変わっていない。」と

した上で、「中国・キューバ国交樹立 70周年の今年、各分野での交流・協力が新たなス

テップアップを成し遂げるよう推し進めたい」等と述べた。 

５．各種統計の公表                     

●2月製造業 PMI(NBS) ～ 前月比 14.3ポイント減（2月 29日 国家統計局発表） 

 

 

 

 

 

●2月製造業 PMI(財新) ～ 前月比 10.8ポイント減（3月 2日 財新発表） 

 

 

 

 

  

2月製造業 PMI（NBS） 

指数 
全体 大企業 中企業 小企業 

35.7 36.3 35.5 34.1 

前月からの変化(pt) ▲14.3 ▲14.1 ▲14.6 ▲14.5 

 

2月製造業 PMI（財新） 

指数 40.3 

前月からの変化(pt) ▲10.8 
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■ 日本関連記事 

1.概況・マクロ経済政策 

□習近平・国家主席はこのほど、全国の春季農業生産について重要指示を出し、各地方政府の党委

員会に対し、農業基盤を更に固め、「三農（農民、農業、農村）」分野の弱点を一層着実に補強し、

新型コロナウイルス防衛戦に勝利し、今年の経済・社会の発展目標と任務の実現に強力な下支えを

提供するよう求めた。（2/26人民日報 p1） 

□習近平・国家主席は 2月 26日、中央政治局常務会議を主宰し、現在の新型肺炎の感染状況を分

析し、感染予防・抑制の重点的取り組みについて検討した。習主席は、感染予防・抑制と経済・社

会発展の取り組みを統合的に推し進め、感染予防・抑制の成功と貧困脱出・ゆとりのある社会の全

面的な実現に努める必要があることを強調した。（2/27人民日報 p1） 

□李克強・国務院総理は 2月 27日、中央新型肺炎感染対策指導小組が会議を招集し、感染死亡率

の引下げと生活必要品の保障について再手配を行ったほか、感染防止に関する国際協力を強化する

よう求めた。（2/28経済日報 p1） 

□2月 28日、国家統計局は 2019年度国民経済・社会発展統計公報を発表。2019年、国内外のリス

クと挑戦が顕著に高まる複雑な局面に直面する中、供給サイドの構造改革をメインとして堅持し、

改革深化と開放拡大に力を入れ、三大堅塁攻略戦に持続的に取り組む等した結果、経済が全体的に

安定し、発展水準が新たな段階に進み、小康社会の全面完成に向け、新たな重大な進展があった等

とした。(2/28国家統計局) 

□2月 29日、共産党中央委員会機関紙『求是』は、習近平・国家主席の論文を発表。法に基づく予

防・抑制、法に基づく統治の能力を全面的に引き上げ、国家公共衛生応急管理システムを健全化す

る他、当面は、感染症の予防・抑制が重要な時期にあり、法に基づく科学的で秩序正しい予防・抑

制が最重要であるとした。(2/29求是 2020年 5号) 

 

2.財政 

□財政部によると、2月 24日現在、各レベルの財政当局が新型肺炎の感染対策のために拠出した補

助金は累計 1,008億 7,000万元に達した。（2/27人民日報 p1） 

 

3.金融・為替 

□中国銀行保険業監督管理委員会によると、2月 25日現在、新型肺炎感染拡大の影響を受けた企業

を支援するため、銀行業界は累計 7,900億元の融資を提供した。（2/27人民日報ｐ2） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□海関総署は 2月 25日、総合保税区の高度な開放と質の高い発展を支援するために、総合保税区

の新設や中西部への支援強化などを含めた 6項目の措置を打ち出した。（2/27人民日報 p2） 

□海関総署は 2月 24日、中欧定期貨物列車の発展と「一帯一路」沿線国との経済貿易の往来をさ

らに促進するため、税関申告回数削減や申告コスト軽減などを含めた 10項目の施策を打ち出し

た。（2/26国際商報 p1） 

□胡春華・国務院副総理は 2月 28日、新型肺炎感染対策を着実に実施するための商務工作テレビ

電話会議を開催。全国の商務当局に対して、対外貿易と外資導入が安定するよう着実に取り組み、

生活必需品の供給を全力で保障するよう求めた。（2/29経済日報 p2） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□国務院は 2月 26日、新型肺炎の影響が特に大きい宿泊業、飲食業、観光業などのサービス関連

業界に対し、増値税減免などを含む複数の措置を同時に実施する形で支援を行う方針を明らかにし

た。（2/27人民日報 p2） 
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□国務院共同予防・抑制メカニズムは 2月 27日、中小企業と個人自営業に対する支援策について

説明を実施。張克儉・工業情報化部副部長は、「一連の支援措置は、中小企業の困難を緩和するた

めに重要な役割を果たした。現在、中小企業の生産開催率は徐々に高まっている」と表明したほ

か、2万社以上の省レベルの「重点中小企業」の操業再開率が 53.6％に達したことを明らかにし

た。（2/28経済日報 p4） 

□3月 1日、文化旅游部は、感染症防止期間中、各地の観光業界に対して資金・サービスの保障を

強化し、オンラインで無料教育を展開する業界組織や旅行社に対して補助金を支給するほか、積極

的に地域の業界組織を調整して登録ガイドの 2020年通年会費を免除することを要求したと明らか

にした。また、期限が切れたガイド証を期日までに交換できない場合、手続きを半年延期すること

も許可する。(3/2新華網) 

 

6.農業・農村 

□農業農村部によると、全国の牧畜産業の生産再開が加速しており、2月 23日時点で、全国の飼料

生産企業 9,711社のうち、生産が再開した企業数は 7,041社で、17日時点の数字と比べて 663社増

加した。稼働率は 73％で 17日と比べて 7ポイント上回った。（2/26経済日報 p2） 

□2月 27日、商務部、国家発展改革委員会、財政部等は共同で、20,000トンの中央備蓄豚肉放出

を行うことを発表。今後、市場の状況を見ながら、引き続き中央備蓄豚肉放出を実施していくとし

た。（2/27商務部 HP） 

 

7.労働・社会保障 

□国務院は 2月 26日、今年に入ってから全国で危険化学品に関する重大事故が相次いで発生した

ことを受けて、各地・各部門に対して危険化学品の安全生産の監督管理を更に強化するよう求め

た。（2/27人民日報 p1） 

□游鈞・人力資源社会保障部副部長は 2月 28日、新型肺炎による農民出稼ぎ労働者の就業への影

響を最小限に抑えるため、地元採用やオンライン研修、創業資金支援などを含めた 6つの雇用促進

措置を発表した。（2/29経済日報 p3） 

 

8.環境・エネルギー 

□最新データによると、2019年の中国の風力発電量は 4,057億 kWhに達し、初めて 4,000億 kWhの

大台を突破した(2018年 3,660億 kWh)。（3/2人民日報 p14） 

 

9.科学技術・イノベーション 

□孫春蘭・国務院副総理は 2月 29日、軍事医学前線専門家駐在地と華中科学技術大学を訪問。新

型肺炎に関する科学研究をさらに強化し、医療技術面の難局を打開し、治療効果を向上させていく

ことを強調した。（3/1経済日報 p2） 

 

10.主要国との経済関係 

□習近平・国家主席は 2月 27日、北京でバトトルガ・モンゴル大統領と会談した。習主席は席上

で、「中国経済は強靭であり、内需が大きく、産業基盤が強固なものである。我々は今年の経済・

社会の発展目標の達成を目指し、特に「小康社会」の全面的な完成と貧困脱却の難関攻略を重点的

に取り組んでいきたい」等と表明した。（2/28経済日報 p1） 

□習近平・国家主席は 2月 25日、ムハンマド・アラブ首長国連邦アブダ首長国皇太子と電話会談

を実施。習主席は、新型肺炎対策でアラブ首長国からの支援に対する感謝の意を表明したほか、

「「一帯一路」共同建設の枠組みでエネルギー、インフラ整備、金融、投資、生産など各分野にお

けるアラブ首長国との協力を更に深め、新たな時期における両国間の戦略的パートナーシップの更
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なる発展を推進していきたい」と述べた。（2/26経済日報 p1） 

□習近平・国家主席は 2月 29日、ピニュラ・チリ大統領と電話会談を実施。習主席は、「中国経済

に対する感染症の衝撃は短期的なものであり、総じて制御可能である。長期的に上向くという中国

経済のファンダメンタルズは変わっていない。」とした上で、「中国・チリ国交樹立 50周年の今

年、ハイレベルで緊密な交流・往来を維持し、貿易・投資・科学技術・イノベーション・インフラ

等の分野で協力を拡大する」等と述べた。（2/29外交部 HP） 

□習近平・国家主席は 2月 29日、ディアス・カネル・キューバ大統領と電話会談を実施。習主席

は、「中国経済に対する感染症の衝撃は短期的なものであり、総じて制御可能である。長期的に上

向くという中国経済のファンダメンタルズは変わっていない。」とした上で、「中国・キューバ国交

樹立 70周年の今年、各分野での交流・協力が新たなステップアップを成し遂げるよう推し進めた

い」等と述べた。（2/29外交部 HP） 

■2月 28－29日まで、楊潔篪・中央政治局委員が訪日。日本滞在中、楊委員は、安倍晋三・日本国

総理大臣と会見したほか、北村滋・日本国家安全保障局長と第 8回日中ハイレベル政治対話を実

施、茂木敏充・外務大臣とも会見を行った。（2/28外務省 HPほか） 

 

 

※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。 


