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中国経済週報（2020.3.19～3.25） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

１．国務院常務会議が開催                   

●24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。 

(1)製造業と流通業が積極的かつ秩序立って操業再開を推進する 

・製造業の操業・生産再開で直面する困難を協調して解決 

・新業態（オンラインの小売、教育、問診等）と消費ネットワークの発展を推進 

・中小企業・個人事業主を支援する各政策（中小企業への信用貸付、継続融資の割合を 

引き上げる等）を実行 

・企業がオンライン商談等で契約を獲得することを支援 

(2)国際航空貨物輸送の能力を一段と引き上げる 

・感染症期間中の国際貨物輸送を政策的支援(十分な貨物輸送機の確保、航空貨物輸送

企業と物流企業の合併再編の奨励)を実施 

・航空貨物輸送のためのハブネットワークを整備(条件が整備された国際ハブ空港で 24 

時間の通関を実施等) 

・航空貨物のハンドリングに係る手続の簡素化 

２．湖北省・武漢市の「封鎖措置」が解除            

●24 日、湖北省政府は「封鎖措置」の解除に関する通達を発表。まず、25 日 0 時から

武漢市を除く湖北省で健康と判断された者を対象として、省外への交通規制を解除する。

続いて、4月 8日 0時からは武漢市についても市外への通行を解禁、外部と結ぶ交通機

関も順次、正常化させるとした。なお、湖北省を離れる者には、同省発行のデジタル健

康証明のうち、「緑碼(健康良好)」が求められる。 

３．各部門等の動き                      

国際航空便の運用が変更 

●22日、民用航空局、外交部、海関総署など 5部門は公告を発表。北京行きの全ての国

際航空便の運用を、23日 0時から以下のとおり変更するとした。 

(1) 北京行きの全ての国際航空便は、先に 12の指定空港（天津、石家荘、太原、フフ

ホト、上海浦東、済南、青島、南京、瀋陽、大連、鄭州、西安）に到着 

(2) 全ての乗客に対し、同地で検疫と入境及び手荷物の通関手続きを実施 

(3) 検疫で搭乗条件を満たした乗客は、元の便に搭乗して北京へ移動 

操業・生産再開の状況 

●18日、湖北省政府は記者会見で、一定規模以上工業企業のうち 7,600社余りが操業・

生産を再開しており、再開率は 49.3％に達したと発表。地域、企業の分類ごとに段階的

に秩序立てて操業・生産再開を推進し、特に全国・世界の産業チェーンに重大な影響を

及ぼす企業の再開を優先的に保障するとした。 
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●19 日、人力資源・社会保障部は記者会見で、春節前に帰省した農民工の 80％に相当

する 1億人が職場復帰したと発表。ただし企業の労働者不足・労働者の職場復帰の遅れ

等の矛盾が依然として存在しており、3 月 20 日‐6 月 30 日まで「百日千万ネット求人

行動」「百日無料オンライン技能訓練行動」(注)等の雇用対策を実施するとした。 
（注）全国で 50 以上のオンライン技能訓練プラットフォームを選抜し、100 以上の職種のデジタル訓練 

  資源を導入し、実名登録で 500 万回以上のオンライン技能訓練実施を実現させるとした(「百日 515」 

  目標)。 

４．経済への影響                       

宿泊業界への感染症の影響 

●11日、中国ホテル協会(注 1)は「新型肺炎感染症の中国宿泊業界への影響及び動向報告

書」を発表。主な内容は以下のとおり。 

(1) 2月のハイエンドのホテルの平均営業収入は前年同期比 86％減、中級以下のホテル

の同収入は前年同期比 92％減 

(2) 1-2月の宿泊企業(ホテル・民宿等)の営業損失額は 670億元以上（注 2） 

(3) 宿泊業界の通年営業収入は前年比 24％減少、損失総額は 1,300 億元前後となる見

通し 

(4) 業界関係者の 9割は、感染症終息後半年以内に同市場は正常水準に回復すると予測 
（注 1）民政部の批准を受け、1994 年に成立した宿泊業界の協会。 

（注 2）文化旅游部がまとめた「全国の星付きホテル統計報告」によれば、2019 年上半期の中国国内の星 

付きホテル（1-5 星に分類）の営業収入総額は約 940 億元。 

IMFが世界の成長率がマイナスになる見通しと警鐘 

●23日、ゲオルギエバ・IMF専務理事は、G20財務大臣・中央銀行総裁電話会談を受け

て声明を発表。新型肺炎のパンデミックにより、少なくともリーマン・ショックと同程

度か、より深刻な景気後退となり、2020年の世界全体の成長率はマイナスになる見通し

と警鐘を鳴らした(注)。前例のない対応が必要であり、各国の並外れた財政措置と主要中

央銀行の金融緩和を歓迎するとともに、IMFは 1兆ドルの全ての融資能力を活用する用

意があるとした。 
（注）2 月 22 日の同氏の声明では、基本シナリオは中国 5.6％、世界全体 3.2％で、悲観シナリオも検討 

  中としていたところ、今回は大幅な下方修正の方針を表明したもの（中国の成長率には言及なし）。 

  IMF の正式な経済予測は 4 月に公表予定。なお、国際金融危機時の世界の成長率（2009 年）は▲0.1％。 

５．対外経済関係                       

新型肺炎感染症に関する日中韓外相テレビ会議 

●20 日、新型肺炎感染症に関する日中韓外相テレビ会議が開催(茂木敏充・外務大臣、

王毅・中国国務委員兼外交部長、康京和・韓国外交部長官が参加)。今次会議では、現下

の感染症拡大に関して、各国の取組及び関心事項について意見交換し、引き続き 3か国

で協力していくことを確認した。 

●会議では、(1)3か国が保健大臣会合の早期開催を支持することで一致 (2)茂木大臣

から具体的協力として 4点（既存の情報共有メカニズムの一層の活用、医薬品・ワク

チンの開発状況に関する情報共有、医療物資や医薬品の円滑な輸出入の確保と緊急融

通に向けての協力、国際的な公衆衛生対策への協力）をあげ、引き続き 3か国間で議

論を継続していくことを確認。 
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習近平・国家主席が各国首脳と会談 

●17日、アルビ・パキスタン大統領と北京で会談（李克強・国務院総理も会談）。感染

症の支援・援助の提供に言及。 

●17日、サンチェス・スペイン首相と電話会談。感染症の支援・援助に言及。 

●19日、プーチン・ロシア大統領と電話会談。感染症予防・抑制に関する協力強化につ 

き言及。 

●24日、マクロン・フランス大統領と電話会談。アフリカ諸国の感染予防・抑制の実施 

を共に支援すること等に言及。 

●24日、ジョンソン・英国首相と電話会談。感染症の支援・援助の提供に言及。 

●24日、シシ・エジプト大統領と電話会談。感染症予防・抑制の経験、医療研究成果、 

医療物資を提供する等発言。 

李克強・国務院総理が EU委員会委員長と会談 

●18日、フォン・デア・ライエン・欧州委員会委員長と電話会談を実施。中国側は商業

ルートでの医療資材の購入に便宜を図ると述べたほか、中欧投資協定交渉と各分野の協

力推進を希望すると発言。 

習主席が各国首脳にお見舞い電を発出 

●21日、習近平・国家主席は現下の感染症拡大に関して、マクロン・フランス大統領、

メルケル・ドイツ大統領、ブチッチ・セルビア大統領にそれぞれお見舞い電を発出。習

主席は、両国の全面的戦略パートナーシップ関係の推進（フランス）、ワクチンの開発

協力（ドイツ）、医療物資の支援（セルビア）等に言及した。 

６．各種統計の公表                      

●訪日中国人旅行者数～前年同月比 87.9％減（19日日本政府観光局発表） 

 

 

  

 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) 

2月 8.7 ▲87.9 ▲110.5 
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■ 日本関連記事 

1.概況・マクロ経済政策 

□18日、中央政治局常務委員会は会議を開き、国内外における新型肺炎感染症の予防・抑制状況と

経済情勢を分析するとともに、感染症の予防・抑制と経済発展のための重点的な取り組みについて

研究・手配を行った。習近平・国家主席は、会議で、感染症防衛戦の成果を保ち、企業操業の秩序

立った再開と対外貿易の協力を推進し、感染症による影響を最小限に抑えるよう求めた。（3/19人

民日報 p１） 

□李克強・国務院総理は 19日、対新型肺炎感染症任務の指導小組会議を開催し、国境を跨いだ感

染症の流入・流出症例を厳密に予防・抑制すると同時に、企業の秩序ある操業再開を積極的に推進

していく方針を示した。（3/20人民日報ｐ1） 

□20日、李克強・国務院総理は北京で感染予防・抑制と生活物資保障サービス、業務・生産再開推

進活動およびマクロ政策協調実施等について現地視察を実施。韓正・国務院副総理が視察に同行し

た。（3/20中央人民政府 HP） 

□20日、「感染症予防・抑制活動と雇用の安定を統一的に推進するテレビ電話会議」が北京で開

催。李克強・国務院総理が重要指示を出し、「雇用の安定化を『6つの安定』措置の最上位に位置づ

け、雇用優先政策の実施に一層注力しなければならない。」と述べた。胡春華・国務院副総理は講

話を実施。農村における貧困層の就業保障を優先する等述べた。（3/20中央人民政府 HP） 

□20日、国務院弁公庁は「新型肺炎感染症の影響に対して雇用の安定強化に関する措置の実施意

見」を発表。リストラを行わない、またはリストラの実施を抑制した中小企業に対して前年に納め

た失業保険料を全額還付する等の措置を発表した。（3/20中央人民政府 HP） 

□18日、国家発展改革委員会は農業農村部、商務部等と共同で「消費による貧困対策に関する行動

計画（2020年）」に基づき、消費や流通、生産各段階難問を効果的に解決し、新型肺炎による影響

を最小限に抑える貧困者扶助特別措置を行うことを発表した。（3/19経済日報 p4） 

□22日、中国民用航空局、外交部等 5部門は、23日午前零時から、北京を目的地とする全ての国

際便について、北京周辺の空港に一時着陸後、乗客の検疫実施を義務付けると発表した。（3/23人

民日報ｐ2） 

□20日、国際通貨基金（IMF）は新型肺炎感染症の拡大で中国の 1～3月期の経済成長が「著しく減

速する」と予測する報告書を発表。2008年の世界的な金融危機であるリーマン・ショックと比べて

も「コロナウイルス・ショックは厳しい」と指摘、その理由として家計と企業、金融機関、市場を

同時に直撃していることを挙げた。（3/20国際通貨基金 HP） 

 

2.財政 

□財政部と国家税務総局は 17日、3月 20日から陶器製配管器具等 1,084品目の輸出増値税還付率

を 13％に、植物成長剤等 380品目を 9％にそれぞれ引き上げると発表。今次措置について李旭紅・

北京国家会計学院教授は、「輸出増値税還付率引き上げの対象品目範囲を拡大することで、外資企

業の経営コストを引き下げることが出来る」等と述べた。（3/18国際商報 p１） 

□財政部によると、3月 20日現在、各地の地方債新規発行額は累計 1兆 4,079億元に達した。

（3/22人民日報ｐ2） 

 

3.金融・為替 

□中国人民銀行によると、2019年、銀行業の非現金決済件数は前年比 50.25％増の 3,310億 1,900

万件、決済金額は前年比 0.29％増の 3,779億 4,900万元だった。（3/19国際商報ｐ1） 

□国務院によると、22日現在、中国の金融機構は感染症の拡大防止に計 1兆 8.000億元の融資を実

施し、うち 1～2月、製造業への新規融資額は 2,500億元に上った。（3/23人民日報 p１） 

□20日、中国人民銀行は最新のローンプライムレート（LPR）を公表し、前月の水準を据え置いた
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（1年物 4.05％、5年以上物 4.75％）。また 18日、銀行保険監督管理委員会は 2020年 2月末の不

良債権比率が+0.05％上昇したことを公表した。（3/20中国人民銀行 HPほか） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□2020年全国輸出入工作テレビ・電話会議が 17日に北京で開催された。任鴻斌・商務部部長補佐

は、会議にて各地の商務当局に対して対外貿易基盤の安定を切実に保ち、対外貿易の年間目標の達

成を実現するよう求めた。（3/18国際商報ｐ1） 

□高峰・商務部報道官は 19日の定例記者会見で、「中国は各方面と共に、東アジア地域包括的経済

連携（RCEP）が予定通りに年末に調印されるよう努力していきたい」と述べたほか、「中国は日中

韓自由貿易区（FTA）交渉を加速し、中国・湾岸協力会議自由貿易協定交渉を強化し、イスラエ

ル、ノルウェー、スリランカ等との自由貿易協定交渉と、韓国、ぺルー等との同協定をグレードア

ップさせる交渉を積極的に推進していきたい」と表明した。（3/20国際商報 p１） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□湖北省政府によると、18日現在、湖北省では一定規模以上企業の操業再開企業数が 7,600社余

り、再開率は 49.3％になった。（3/19人民日報ｐ１） 

□中国ホテル協会はこのほど、感染症の影響で 2月の中国のハイエンドのホテルの営業収入は前年

同期比 86％減、中級以下のホテルの同収入は前年同期比 92％減となり、74％以上のホテルや民宿

が閉店したと発表。また、中国の宿泊業界の営業損失額は 670億元を超え、通年の営業収入は前年

比 24％減少、損失総額は 1,300億元前後となる見通しを示した。（3/23国際商報 p5） 

 

6.農業・農村 

□22日、「国務院共同予防・抑制メカニズム」記者会見において、22日現在、中国の農業資材重点

企業（農機具・農業肥料等）の操業再開率が 88％に達したことが発表された。（3/23人民日報 p

１） 

 

7.労働・社会保障 

□人力資源・社会保障部は 19日、現在、全国各地で企業活動が再開されつつあり、１億人の農民

出稼ぎ労働者（帰省した農民出稼ぎ労働者全体の 80％に相当）が職場に復帰したと発表した。

（3/20経済日報ｐ4） 

□19日、人力資源社会保障部は記者会見において、2月の失業、年金、労災等の社会保険の減免額

は 1,239億元となり、うち、中小企業の負担は 942億元、大手企業は 209億元にそれぞれ軽減され

たと発表した。（3/20人民日報ｐ1） 

 

8.環境・エネルギー 

□国家発展改革委員会は 17日、ガソリンとディーゼル油の価格を 18日から 1トン当たりそれぞれ

1,050元、975元引き下げると発表した。（3/18経済日報ｐ5） 

□国家発展改革委員会によると、1～2月の一定規模以上の工業発電量と社会全体の電気使用量は前

年同期比でそれぞれ 8.2％と 7.8％減少したものの、3月以来、発電量は明らかに回復しており、16

日時点の発電量は 178億キロワット時で、2月末時点の 162億キロワット時を 9.9％上回った。

（3/19人民日報 p2） 

□中国海洋石油集団はこのほど、渤海・莱州湾北部で大型油田「墾利―6」を発見したことを明ら

かにした。「墾利―6」は埋蔵量が多く、年間原油産出量は 40万バレル以上と見込まれている。

（3/19経済日報ｐ1） 
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9.主要国との経済関係 

□習近平・国家主席は 17日、北京でアルビ・パキスタン・イスラム共和国大統領と会談。習主席

は、「中国は新型肺炎感染症の世界範囲での拡大を防止するために一層貢献し、引き続きパキスタ

ンに支援を提供したい」と述べたほか、「双方は重点分野とプロジェクトの協力を推進し、中パ経

済回廊を「１一帯一路」の質の高い発展のモデル事業にするべきだ」と表明した。（3/18人民日報

p１） 

□習近平・国家主席は 17日夜、サンチェス・スペイン首相と電話会談を実施。習主席は、スペイ

ンの新型肺炎感染症への対応に支援を提供したいと強調したほか、「感染症終息後、双方は幅広い

分野での協力を加速すべきであり、中国はスペインの良質な特色のある製品を引き続き拡大した

い」と述べた。（3/18人民日報ｐ1） 

□習近平・国家主席は 19日、プーチン・ロシア大統領と電話会談を実施。習主席は、「中国は、新

型肺炎感染症の予防・抑制分野におけるロシアとの協力を強化していきたい」と述べたほか、「双

方は、「中露科学技術年」を契機に各分野でより多くの成果を得られることを推進していくべき

だ」と強調した。（3/20人民日報ｐ1） 

□李克強・国務院総理は 18日、フォン・デア・ライエン・EU委員会委員長と電話会談を実施。李

総理は、「中国は EUの感染症への対応を支持し、商業ルートでの医療資材の購入に便宜を図りた

い」と述べたほか、「中国は中国・EU関係を重視しており、EU側とともに中欧投資協定交渉と各分

野での協力を推進していきたい」と表明した。（3/19人民日報 p１） 

□21日、習近平・国家主席は新型肺炎感染症が拡大する中、マクロン・フランス大統領、メルケ

ル・ドイツ大統領、ブチッチ・セルビア大統領にそれぞれお見舞い電を発出。その中で習主席は、

両国の全面的戦略パートナーシップ関係の推進（フランス）、ワクチンの開発協力（ドイツ）、医療

物資の支援（セルビア）等に言及した。 

（3/21外交部 HP） 

■王毅・国務委員兼外交部長は 20日午前、日本の茂木俊充外相、韓国の康京和外相とのテレビ電

話会議を行い、新型肺炎感染症拡大防止に向けた連携を確認した。王部長は、 

「中国は三カ国の経済貿易協力を秩序正しく回復させ、地域及びグローバル経済に貢献していくこ

とを提案したい」と表明した。（3/21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。 


