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中国経済週報（2020.3.5～3.11） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

１．習近平主席が武漢を視察                   

●10日、習近平・国家主席は湖北省武漢市を訪れ、新型コロナウイルス肺炎の予防・抑

制状況について視察。火神山病院では病院の運営・患者の治療・医療関係者の防護保護

等の状況を、東湖城社区では社区の衛生防疫・サービス・生活保障状況を確認した。 

●視察後、習主席は座談会を主宰し、重要講話を実施。「党中央は湖北省及び武漢市の

感染症に対して、最も全面的で厳格で徹底した措置をとり、感染症の拡散・蔓延の勢い

をしっかりと抑えた。(同地域の)感染症対策の状況は積極的に良い方向に向かう変化が

起きており、安定した情勢、転換局面を実現するという目標を初歩的に実現した」とし

た上で、「現在、湖北省及び武漢市の感染症の防止・抑制は依然として困難かつ重いも

のである」と発言。その他、主な内容(経済関連)は以下のとおり。 

(1) 今回の感染症は短期的には湖北の経済・社会の発展に影響を及ぼすが、長期的に良

好な方向に向かうだろう 

(2) 予防・抑制を強化する前提の下で、企業の分類に応じて適時に、条件付きの操業・

生産の再開を始めなければならない 

(3) 「6つの安定」の取組を強化し、春耕生産、農民の収入増加等を総合的に計画し、

貧困脱却の各任務をしっかり遂行しなければならない 

(4) 中央と各関係部門は、引き続き湖北省が実際の困難や具体的な問題を解決できるよ

う支援し、一日も早く全面的に正常な軌道に戻らなければならない 

２．中共中央政治局常務委員会会議が開催             

●4日、習近平・国家主席は中共中央政治局常務委員会会議を主宰。新型肺炎の予防・

抑制対策及び安定した経済社会運営に関わる重点任務の検討が行われた。習主席は重要

講話の中で、「湖北省と武漢市における感染症予防・抑制任務の強化に引き続き力を入

れる」と述べたほか、「北京等の重点地域における感染症予防・抑制に特にしっかり取

り組む」と発言。その他、主な内容(経済関連)は以下のとおり。 

(1) 操業・生産再開を的確かつ秩序立てて着実に推し進め、国内取引と対外貿易を効果

的に結びつけて、感染症の損失を最小限に抑えなければならない 

(2) 感染症予防・抑制の中で生み出された新たな形の消費、アップグレードした消費を

育成し、消費が元の状態に回復するようにしなければならない 

(3) 対外貿易と外資の安定に関する対策をしっかりと行い、多元的な国際市場を開拓し 

なければならない 

(4) 外商投資法をしっかりと実行に移し、外資が操業・生産再開にあたって直面する諸

問題を支援しなければならない 

(5) 企業支援、雇用安定、雇用拡大に関する対策を着実に実施しなければならない 

(6) 農産物の供給保障・価格安定対策をしっかり実施しなければならない 
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３．貧困脱却の難関攻略座談会が開催              

●6日、習近平・国家主席は北京で開催された貧困脱却の難関攻略戦の勝利に向けた座

談会(テレビ電話形式)に出席し、重要講話を実施。主な内容(経済関連)は以下のとおり。 

(1) 2020年までに現行基準の下で全農村の貧困人口が貧困脱却を達成することは、党 

中央が国民と交わした厳粛な約束であり、必ず予定通りに達成せねばならない（注 1） 

(2) 新型肺炎感染症の影響を断固として克服し、貧困脱却の難関攻略における全面的な 

勝利を断固として獲得しなければならない 

(3) 「3区 3州(注 2)」等、重度貧困地区に引き続き焦点を当て、際立った問題や手薄な 

 部分に照準を合わせて政策を実行し、難関攻略を達成しなければならない 

(4) 雇用による貧困救済支援の取組みを拡大し、的確な労働のマッチングを強化し、雇

用ポストの安定・開拓を図り、より多くの近場の就業機会を提供しなければならない 

(5) 貧困救済支援の取組みを拡大し、引き続き貧困救済支援を旨とする少額信用貸し出

しを実施しなければならない 
（注 1）習主席は 2012 年末に 9,899 万人いた貧困人口が昨年末には 551 万人にまで減ったと評価。 

（注 2）3 区は、①チベット自治区、②青海・四川・雲南・甘粛 4 省のチベット族居住区、③新疆ウイグ 

 ル自治区の南疆 4 区。3 州は、①四川省涼山イ族自治州、②雲南省怒江リス族自治州、③甘粛省臨夏回

族自治州。貧困地区の中でもとりわけ貧困脱却の難易度が高い地域を指す。 

４.李総理が北京首都国際空港視察                  

●6日、李克強・国務院総理は北京首都国際空港と物流企業の貨物配送センターを視

察。李総理の主な発言(経済関連)は以下のとおり。 

(1) 航空輸送における感染予防の国際協力を強化し、国境を越えた感染を効果的に予

防しなければならない 

(2) 国際・国内の物流輸送を円滑にし、感染症対策と経済・社会発展の促進をより一

層支援しなければならない 

(3) 物流チェーンは産業チェーンと供給チェーンに連結しており、物流はその重要な

基礎である。引き続き、人々の生活必需品の安定供給を保証しなければならない 

(4) 国際貨物便を増やし、迅速かつ高効率で安定した物流により、経済発展の促進及

び人々の生活のニーズに対応しなければならない 

５．各部門の動き                       

国内外航空会社に対する資金支援 

●4日、財政部、民航局は共同で「新型肺炎感染の予防・抑制期間において民航運輸企

業に対する資金支援政策の通知」を発表。新型肺炎感染の流行期間中、国際線の運航を

継続、また運休便を再開した国内外の航空会社に対して資金支援を実施するとした。主

な措置は以下のとおり。 

(1) 1 座席キロメートルごとに、共同運航便で 0.0176 元(約 0.27 円)、単独運航便で

0.0528元(約 0.80円)の資金支援を実施 

(2) 対象期間は 1月 23日‐6月 30日まで、中国(香港、マカオ、台湾は除く)の発着便 

のみに適用 

(3) 本申請は航空会社から財政部、民航局に対して行う 
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中国国内の車両運行再開状況 

●交通運輸部、阿里巴巴（アリババ）集団等が共同でまとめた貨物運送業運行レポー

トによれば、中国国内の貨物運送市場は徐々に回復しており、貨物車の稼働率は 3月

2日時点で前年同期比 70％にまで回復した。また、宅配関連企業は基本的に操業を再

開したが、全体としては貨物輸送量の不足により、輸送ネットワークは未だ完全回復

には至っていないとした。 

企業の操業再開のための更なる促進策 

●3日、国務院は、企業の操業再開の着実な推進のため、更なる手続の簡略化やサー

ビスの改善を行うとの通知を発表。主な内容は以下のとおり。 

(1) 操業再開のための審査や条件の簡略化：低リスク地域では、審査・届出等の方式

を採らず再開の遅れを防止。中・高リスク地域では、最小かつ必須の原則に基づき

全省統一の操業再開条件を制定 

(2) 操業再開手続のプロセス改善：ワンストップ方式で申請受理及び複数手続の処理

を行い、2日以内に結果通知。条件の整った企業は届出制等を選択可能 

(3) 企業の投資・生産・運営に関する許認可の効率向上：プロセスの簡略化、インタ

ーネットやビデオを利用した審査、防疫期間中に失効する許可証の期限の延長等 

春耕作業に関する手引きの発表 

●2日、党中央新型コロナウイルス肺炎感染業務指導小組は、「当面の春耕生産業務の手

引きに関する通知」を発表。時期を失わず春季の農業生産をしっかり行い、食糧及び農

業全体の豊作により年間目標を実現するためとして、今次春耕生産業務において食糧安

全省長責任制(注)を徹底すること、各省(自治区・直轄市)は食糧の作付面積及び生産量を

昨年レベルに保たなくてはならないこと、穀物の最低買上価格政策・生産者補助金政策

等により農民の生産意欲を喚起すること、高・中・低リスク地別の生産秩序回復措置を

実施すること等の指針を示した。 
（注）食糧の生産・流通・消費などにおける省政府の権限と責任を明確化した制度。省(自治区、直轄市)

政府は中央政策の枠組の中で、省内の補助金基準、食糧買付政策の調整、省内の食糧需給バランスの維

持等について責任が課されている。 

６．経済への影響                       

2月の消費者物価が公表 

●10日、国家統計局は 2月の消費者物価（CPI）を公表。前年同月比 5.2％となり、上

昇幅は 1月から 0.2ポイント縮小。食品価格は 21.9％上昇しており（1月から 1.3ポ

イント拡大）、うち豚肉は 135.2％、生鮮野菜は 10.9％上昇し、それぞれ CPIを 3.19

ポイント、0.33ポイント押し上げた。他方、交通・通信は 1.6％下落した（注）。 
（注）前月比でみると、豚肉は＋9.3％、生鮮野菜は＋9.5％、ガソリンは▲5.7％、航空券は▲7.8％。 

●国家統計局は同日の公表文で、新型肺炎は物価に複雑なショックを与えていると解説。

食品価格上昇の主な原因として以下を挙げた。①交通規制による物流の停滞 ②人手不

足による配送コスト上昇 ③企業や市場の操業延期による一時的な供給不足 ④消費者

の「在宅」と「リスク回避」心理による買いだめの発生。 
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ADBが新型肺炎の経済的影響を試算 

●6日、アジア開発銀行（ADB）は新型肺炎の経済的影響に関する試算を公表(注)。中国に

おける旅行・移動規制に伴う消費の急減が、①3 月中に収束する「ベストシナリオ」、

②4 月まで続く「中間シナリオ」、③7 月まで続く「悪化シナリオ」について、中国の

GDPの押下げ幅を、それぞれ 0.32％、0.76％、1.74％と推計。世界全体の GDPの押下げ

幅は、0.09％、0.18％、0.40％とした。 
（注）今般の試算は、新型肺炎の先行きの不透明さに鑑み、複数のシナリオを想定して推計を行ったもの 

 であり、特定のシナリオに基づく経済見通しの改定は行っていない。また、旅行や消費の減少（③では 

 投資も減少）といった短期的な需要面の影響に焦点を当てている。今後、サプライチェーンの分断等の 

 供給面の影響や、健康・医療面への中長期的影響等も踏まえ、4 月に経済見通しの改定を行う予定。 

 直近の ADB による中国の 2020 年の成長率予測は 5.8％（2019 年 12 月時点）。 

７．各種統計の公表                     

●1-2月貿易～1-2月貿易総額は前年同期比 11.0％減、輸出が 17.2％減、輸入が 4.0％
減（7日 海関総署発表） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●2月物価～CPIは前年同月比 5.2％上昇、PPIは同 0.4％下落（10日 国家統計局発

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) 

1-2月 5,919.9 ▲11.0 12月比▲22.3 71.0 

  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) 

1-2月 2,924.5 ▲17.2 12月比▲24.8 2,995.4 ▲4.0 12月比▲20.3 

  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) 

1-2月 395.4 ▲16.6 12月比▲23.5 ▲55 

  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) 

1-2月 170.4 ▲24.5 12月比▲21.1 225.1 ▲9.3 12月比▲25.7 

  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) 

1-2月 605.7 ▲20.9 12月比▲10.9 253.7 

  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) 

1-2月 429.7 ▲27.7 12月比▲13.1 176.0 2.5 12月比▲5.3 

 

 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) 

2月 5.2 ▲0.2 ▲0.4 ▲0.5 
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■ 日本関連記事 

1.概況・マクロ経済政策 

□4日、中国共産党中央政治局常務委員会は中央政治局常務委員会会議を開催。新型肺炎の感染症

予防対策及び経済・社会運営の安定化など、重点任務について検討を行った。習近平・国家主席

は、「現在の感染症予防・抑制と経済社会発展情勢の複雑性をはっきりと認識し、各任務に統一的

にしっかり取り組む責任感と切迫感を増強するとともに、予防・抑制に関する国際協力を深化」す

ること等を強調。会議では、対外貿易と外資の安定に関する対策をしっかりと行い、外商投資法を

しっかり実行に移し、外資が操業・生産再開にあたって困難を解決することを支援すること等が検

討された。（3/5人民日報 p１） 

□5日、李克強・国務院総理は対新型肺炎感染症任務の指導小組会議を開催。予防・抑制任務の有

効性を増強し、現場の医療従事者への措置を着実に実現するとともに、感染症予防・抑制期間にお

いて生活困難な大衆に対して基本的な生活保障を保障するよう要求した。（3/5中央政府 HP） 

□習近平・国家主席は 6日、北京にて貧困脱却の難関攻略に関する座談会に出席、重要講話を行っ

た。感染症の影響を断固として克服し、貧困脱却の難関攻略における全面的な勝利を断固として獲

得すると強調した。（3/8人民日報 p１） 

 

2.財政 

□3日、財政部、農業部、商務部は、「農業機械の廃棄処分・刷新に対する補助金支給に関する指導

意見」を発表し、農業機械の廃棄処分・刷新を加速させ、農業機械の構成比率の最適化を促進する

ために補助金政策を導入する方針を示した。（3/5国際商報 p１） 

□国務院によると、3月 4日まで、各レベルの財政当局が感染症の予防・抑制に投入した予算は累

計 1,104億 8,000万元に達した。（3/6人民日報 p１） 

 

3.金融・為替 

□中国銀行業協会はこのほど、3月 3日時点で、各銀行・金融機構による感染症の予防・抑制に関

連する融資総額が 1兆 2,543億元を超えたことを明らかにした。（3/6国際商報 p1） 

□4日、中国人民銀行は財政部、銀行保険監督管理委員会と共同で会議を開催。今後の新型肺炎の

感染症予防抑制対策と経済発展の取り組み要請に対する金融支援について手配を行ったことを明ら

かにした。会議では、金融部門が融資に力を入れ、金融市場の貸出プライムレート(LPR)改革を進

め、企業の資金調達コストを引下げ、企業の困難克服を支援することが打ち出された。(3/5新華

網） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□国家鉄道集団有限公司によると、2月 19日まで、同公司の輸出入貨物取扱量は 867万トンで、前

年同期比 8.1％増加した。うち、「中欧班列（中欧間貨物定期列車）」の輸送量は 8万 3,000基準コ

ンテナで、前年同期比 1.5％増加した。（3/9経済日報 p10） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□国務院弁公庁は 3日、各主管部門に対して、企業の操業再開を推進するため、「低リスク」地域

では操業再開の審査制度を設けないこと、操業再開の許可申請をワンストップで受け取り 2日営業

日以内に回答すること、防疫期間中に期限が切れる許可証の有効期限を適当な期間延長すること、

非防疫重点地域では原則として労働者の期間を制限しないこと等の 5つの施策に関する通知を発表

した。（3/5人民日報 p2） 

□近ごろ、国家発展改革委員会は、中国各地において効果的な措置を講じられ、重大プロジェクト
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の操業再開を促進していると発表。3月 4日現在、各地の重点プロジェクトの再開率は 79％に達し

ている。（3/5人民日報 p１） 

□交通運輸部はこのほど、中国の貨物運送市場が徐々に回復しており、車両の運行再開率が 3月 2

日時点で 70％に達したことを明らかにした。（3/5経済日報 p4） 

□4日、民航局は新型肺炎感染の流行期間中、国際線の運航を継続、また運休した便を再開した国

内外の運航会社に対して、奨励金を支給すると発表した。1座席キロメートルごとに、コードシェ

ア便で 0.0176元(約 0.27円)、単独運航便で 0.0528元の奨励金が支給される。対象期間は 1月 23

日‐6月 30日まで。航空会社からの申請を受けて審査が行われる。（3/4民用航空局 HP） 

 

6.農業・農村 

□2日、中央新型肺炎対応指導グループは、「当面における春季作付指導ガイドライン」を発表。各

地方に対して、食糧の作付面積、生産量が前年を下回らないこと等を要求した。（3/2中央政府

HP） 

 

7.労働・社会保障 

□国家発展改革委員会によると、3月 4日現在、第 13次 5カ年計画(2016－2010年で予定されてい

た貧困支援住居移転建設任務について、貧困人口 930万人が新居へと引っ越した上、920万人が住

居移転によって貧困を脱却したと発表した。同計画において中国は、劣悪な環境に住む約 1000万

人の貧困人口に対して、貧困支援のための住居移転を計画していた。(3/5経済日報 p1） 

 

8.環境・エネルギー 

□中共中央弁公庁、国務院弁公庁はこのほど、「近代化の環境整備ガバナンスシステムの構築に関

する指導意見」を発表し、生態環境の根本的改善を実現し、生態文明の構築に力強い制度的な保障

を提供する方針を示した。（3/4人民日報 p１） 

□国家エネルギー局は 4日、中国の石炭生産企業の操業再開率が 3月 3日時点で 83.4％になったこ

とを明らかにした。（3/5経済日報 p13） 

 

9.科学技術・イノベーション 

□中国科学技術大学の潘建偉教授の研究チームはこのほど、清華大学の研究チームとともに、500

キロメートル級の量子鍵配送を実現した。（3/5人民日報 p12） 

□科学技術部によると、2019年の中国の技術契約の成約額は 2兆 2,398億 4,000万元で、前年比

26.6％増加し、初めて 2兆元大台を突破した。（3/5人民日報 p12） 

 

10.主要国との経済関係 

□2‐6日、中国と欧州連盟は第 27回投資協定交渉を実施。双方は協定文書とリストについて意見

交換を行い、積極的な進展を得た。（3/9国際省報 p１） 

□ドイツ連邦統計局が 6日発表したデータによると、2019年の中国とドイツの貿易総額は 2,057億

ユーロだった。うち、中国からの輸入額は同比 3.4％増の 1,097億ユーロ、中国への輸出は 960億

ユーロだった。中国は 4年連続でドイツの最大の貿易相手国となった。（3/9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。 


