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中国経済週報（2020.5.21～5.27） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

１．全人代の開幕～2020 年は成長率目標を設定せず        
李克強総理が「政府活動報告」を実施 

●5月 22日、全人代が開幕し、李克強・国務院総理が「政府活動報告」を実施。新型肺

炎と世界経済の不確定性を踏まえ、本年は GDP成長率目標を設定せず(注 1)、雇用の安定・

民生の保障に優先的に取り組み、貧困脱却堅塁攻略戦に勝利し、小康社会の全面的完成

の任務の達成に努めるとした。本年の政府活動の項目立ては以下のとおり。 

 (1)マクロ政策の実施に力を入れ、企業の安定化と雇用の保障に努める 

 (2)改革によって市場主体の活力を引き出し、発展の新たな原動力を増強する 

 (3)内需拡大戦略を実施し、経済発展パターンの転換加速を推進する 

 (4)貧困脱却堅塁攻略の目標達成を確保し、農業の豊作と農民の収入増を促す 

 (5)より高いレベルの対外開放を推進し、貿易・外資の基盤を安定させる 

 (6)民生の保障と改善を中心に据え、社会諸事業の改革・発展を推進する 
 （注 1）成長率目標が設定されなかったのは改革開放以来 4 回目(他の 3 回は 2000 年、2001 年、2002 年)。 

  他の主要所期目標としては、都市部新規就業者数 900万人以上（昨年から▲200 万人）、都市部調査失業率 6％ 

  前後(＋0.5 ポイント)、CPI 上昇率 3.5％前後(＋0.5 ポイント)等が設定された。 

習近平主席が成長率目標に言及 

●23日の人民日報の報道によれば、習近平・国家主席は 22日に全人代の内モンゴル代

表団の審議に参加した際、以下のとおり言及。 

 (1)今年は第 13 次五ヶ年計画の締め括りの年であり、突然の感染症の流行は、目標任

務の達成に試練をもたらした。我々は実際の状況に基づいて問題を正しく処理すること

とし、年間経済成長の具体的目標は提示しなかった。 

 (2)今般の感染症流行がなければ、一般の状況下では経済成長目標は 6％前後に定めら

れたはずである。しかし、感染症発生後、一部の事柄は我々の手の及ばないこととなり、

世界経済の衰退は既に確定的であり、我々が受ける影響がどの程度の大きさ・深さとな

るかは、まだ多くの不確実性がある。 

 (3)我々が柔軟性なく一つの目標を定めてしまうと、その着眼点は「強い刺激」に変わ

ってしまい、成長率を確保することに変わってしまう。これは我々の経済社会発展の趣

旨に合わず、我々はずっと GDP 成長率を英雄のように論じてはならないと語っている。   

 (4)「六つの安定」「六つの保障」(注 2)、我々が追求するのは経済の科学的発展であり、

新たな発展理念を貫徹することである。追求するのは、広範な民衆の幸福で素晴らしい

生活である。これらを追求する際、間接的な形で GDPのマイナス幅を可能な限り小さく

なるように進めることになるかもしれないが、着眼点と注力点を GDPの成長に置いては

いけない。 
（注 2）「六つの安定」：雇用、金融、対外貿易、外資、投資、予測の安定。「六つの保障」：雇用、基本的民生、 

  市場主体、食糧・エネルギー安全、産業・供給チェーンの安定、末端の行政運営の保障。 
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「政府活動報告」起草チームの記者会見 

●22日、「政府活動報告」起草チーム責任者の黄守宏・国務院研究室主任及び孫国君・

同室党組成員が記者会見を実施。主な発言は以下のとおり。 

 (1)新型肺炎の影響で「報告」は大幅かつ高頻度の修正を実施。成長率目標については

様々な意見があったが、最終的には不確実性を踏まえ設定しないとの結論に至った。 

 (2)経済成長率の設定がなくとも政策の方向性は明確。地方政府は成長率達成の重荷か

ら解放され、「六つの保障」任務の強化に集中できる。「六つの保障」の第一項目は「雇

用」。「報告」の最頻出語句は「雇用」(39ヶ所)であり、これまでで初の可能性がある。 

 (3)①疫病対策の常態化という大前提 ②「六つの保障」という重点 ③貧困脱却堅塁戦

攻略という困難な任務 ④内需拡大戦略の重点 ⑤改革開放の論理、をよく把握すべき。 

何立峰･発改委主任の記者会見 

●22日、何立峰・国家発展改革委員会主任は全人代の代表通路での記者会見(通称「部

長通道」)にて、「本年は成長率が 1％あれば、本年の GDPは 2010年の GDPの 1.91倍相

当となる。3％成長の場合は 1.95倍相当、5％成長の場合は 1.99倍近くとなり、GDP倍

増目標に非常に近づく」「一人当たり所得の倍増は 1.75％成長で達成可能」と述べた。 

劉尚希･財政科学院長が成長率に言及 

●22日、新京報主催の討論会に劉尚希・財政科学院長が出席。「報告」は成長率目標を

設定していないが、財政赤字の対 GDP 比率(3.6％以上)から逆算すると、政府が暗黙に

想定する GDPの名目成長率は 5.4％程度、実質成長率は 2～3％と推測されるとした。 

鍾山･商務部長の記者会見 

●18日、全人代記者会見で鍾山・商務部長は、外資安定措置として、①更なる開放拡

大(市場アクセスの緩和・ネガティブリストの削減等)、②開放的なプラットフォーム

の構築(自由貿易試験区の範囲拡大・同区に改革自主権付与等)、③ビジネス環境の改

善(「外商投資法」の着実な実行・外資の合法的権益・知的財産権の保護等)を挙げ、

「賢明な企業家は巨大な中国市場を手放さないと信じている」と発言。 

苗圩･工業信息化部長の記者会見 

●20日、全人代記者会見で苗圩・工業信息化部部長は、新型インフラの技術革新と産業

転用を強力に支援すると発言。聞庫・情報通信発展司長は、新型インフラ投資計画につ

いて、重点をデジタルインフラ(5G、IoT、光ファイバー網等)に置く方針を示した。 

黄潤秋・生態環境部長の記者会見 

●25日、黄潤秋・生態環境部長は「部長通道」にて、「困難や挑戦に直面しても、生態

環境保護の手を緩めてはならず、監督管理・規制を緩めてはならない」と明言。併せて、

環境保護戦略の原則・方向性・強度・基準を変更しない方針を示した。 
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２．金融関連                        

●26日、易綱・人民銀行総裁は金融時報等のインタビューにて、以下内容を発言。 

 (1)今般の新型肺炎は第 2次世界大戦以来最も深刻な伝染病。IMF等が指摘するとおり、

経済の落ち込みは 2008 年の国際金融危機を超える世紀の大津波となる可能性。他方中

国経済は耐性が強く、海外の不確実性はあるが、引き続き基本的に改善している。 

 (2)(中国の金融システムのリスクについて)新型肺炎は銀行の貸出資産の質に一定の

下方圧力を及ぼしており、一部の中小金融機関のリスクには注意を払う必要。年後半に

は銀行が、不良債権比率の上昇や不良債権の増加･処理圧力に直面する可能性がある。 

 (3)(デジタル人民元について)先行的に深セン・蘇州・雄安・成都及び北京冬季オリン

ピック会場において内部的な試行テストを実施。ただし、これらはまだ研究開発プロセ

スにおけるルーティン業務であり、デジタル人民元の正式な発行実施を意味せず、いつ

正式にリリースするかは未定である。 

３．対外経済関係                       

米商務省が 33の中国企業等をエンティティリストに追加 

●22日、米国商務省は、中国・香港等に拠点を置く計 33の中国企業・政府系機関等を

エンティティリストに追加すると発表(注)。リストに掲載された企業・団体等に対し米国

製品を輸出する場合は、米商務省の許可が必要になる。これに対し 25 日、中国外交部

報道官は「断固として反対する」「中国は引き続き一切の必要な措置を講じ、中国企業

の合法的利益を守り、国家の主権・安全・発展の利益を防衛する」と表明。 
 (注)米国の安全保障または外交政策の利益に反して行動すると判断された企業・組織・個人のリスト。今般の対象 

  の内訳は、新疆ウイグル自治区での少数民族弾圧に関与したとされる 9 の企業･政府系機関、国家安全保障また 

  は米国の外交政策上の利益に反する活動に関与したとされる 24 の企業･組織･個人。 

習近平・国家主席が各国首脳と会談 

●20日、習近平・国家主席はウィン・ミン・ミャンマー大統領と電話会談。各分野での

協力・交流及び「中国・ミャンマー経済回廊」事業の推進に言及。 

●20日、習近平・国家主席はハシナ・バングラデシュ首相と電話会談。産業チェーン・

サプライチェーンの安定的維持、各分野での二国間協力拡大に言及。  
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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 22 日、北京で開幕した第 13 期全国人民代表大会第 3 回会議で政府活動報

告を実施。2020年の具体的な年間経済成長目標（GDP成長率）は設定せず、「雇用の安定・民生の保

障に優先的に取り組み、貧困脱却堅塁攻略戦に断固勝利し、小康社会の全面的完成の目標・任務の

達成に努める」との方針を示した。なお、同日、国家発展改革委員会が『国民経済・社会発展計画報

告』を全人代に報告。2020 年度経済・社会発展の全般的要請として、「『6 つの保障』を中心に据え

てマクロ政策の実施に力を入れる」ほか、「民生の最低ラインを確実に守らなければならない」とし

た。（5/25国際商報 p1他） 

□23日、習近平・国家主席は第 13期全国政協第 3回会議の合同分科会（経済界委員）に出席。習国

家主席は、「危機の中で新たなチャンスを育み、変化の中で新たな局面を切り開くよう努力し、わが

国の世界最大の市場としての潜在力と役割を発揮させ、供給サイドの構造改革という戦略的方向を

明確にし、『安定の中で上向き、長期的に上向く』というわが国の経済の基本的な趨勢を打ち固め、

農業の基礎的な地位を打ち固め、『６つの安定』や『６つの保障』という任務を実行に移し、各政策

決定・任務配分が実施されて根付くよう確保し、『小康』社会を全面的完成させ、貧困脱却の難関攻

略に関する目標・任務を達成するよう確保しなければならない」と強調した。（5/23中央政府 HP） 

□習近平・国家主席は 22 日、第 13 期全人代第 3 回会議の内モンゴル代表団の審議に出席。習主席

は、『安定の中で上向き、長期的に上向く』という基調を堅持し、新たな発展理念を固く守り、三大

堅塁攻略戦を断固として打ち勝ち、「6 つの安定」「6 つの保障」の任務の全面的な実行等に言及。

この他、「もし今次感染症がなければ、経済成長目標（GDP成長率）は 6％前後としていた。」と発

言。（5/22中央政府 HP他） 

□習近平・国家主席は 24 日、第 13 期全人代第 3 回会議の湖北省代表団の審議に出席。突発的感染

症の対応体制を全体的に整備・グレードアップさせ、公共衛生システムにおける防疫ネットワーク

を更に効果的に構築していくことを強調した。（5/25経済日報 p1） 

□何立峰・国家発展改革委員会主任は 22日、全人代の部長インタビューに出席。GDP 倍増目標に言

及した他、本年の重点対象として、①公衆衛生・医療応急物資等、②5G インターネット等の新型イ

ンフラや新型都市・交通・水利等の重大プロジェクト建設、③四川チベット鉄道や長江黄河治水等

を含む行政区・流域を跨ぐ重大プロジェクトに言及。24 日、寧吉喆・国家発展改革委員会副主任等

が国務院定例記者会見に出席。「6つの安定」「6つの保障」工作の着実な実行、通年の経済社会発展

目標の任務に関して紹介。（5/22中央政府 HP他） 

 

2.財政 

□財政部は 22日、第 13期全人代第 3回会議に 2020年予算案を提出。財政赤字率を 3.6％に引上げ、

地方特別債の発行額を 3兆 7,500億元と大幅に増加させた他、今年、中央政府レベルでは非恒常的、

不要不急の支出を 50％以上縮減するとした。同日、劉昆・財政部長は部長インタビューにおいて記

者の質問に回答。積極的な財政政策はより積極的かつ効果的である必要があるとして、「質」と「量」

の両面から工夫し、構造調整を行ったことを強調した。（5/23経済日報 p12他） 

 

3.金融・為替 

□国家開発銀行、中国輸出入銀行、中国農業発展銀行はこのほど、網商銀行と連携して全土 81の都
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市における零細企業や個人事業者を対象に「利息免除券」を発行し、総額 100 億元の無利子融資を

行う方針を示した。（5/20経済日報 p9） 

□劉昆・財政部長は 19日、アジアインフラ投資銀行（AIIB）の次期総裁選挙について、現職の金立

群氏を候補者として正式に指名した。（5/20人民日報 p16） 

□国家外国為替管理局は 20日、「貿易分野における新業態の発展支援に関する通知」を発表。外国

為替決済と購入に関する 9 項目の緩和措置を打ち出し、越境 EC 等の発展を支援する方針を示した。

（5/21経済日報ｐ10） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□税関総署によると、5月 16日より貿易の自由化・利便化を目指す上海洋山特別総合保税区（一期）

が正式に発足、運営を開始した。（5/20国際商報ｐ1） 

□18 日、鍾山・商務部長は、国務院定例記者会見に出席。外資安定のために、開放の更なる拡大、

開放的なプラットフォームの構築、ビジネス環境を最適化するとした上で、「賢明な企業家は巨大な

中国市場を手放さないだろうと信じている」と述べた。また、RCEP交渉については「年内に RCEP協

定の締結を目指す」とした。25 日、鍾山部長は全人代の部長インタビューに出席、感染症下におけ

る貿易・外資の安定等について言及した。（5/18国務院弁公室 HP他） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□李小鵬・交通運輸部部長は 19日、国務院定例記者会見で、2019年の交通分野への固定資産投資が

前年同期比 3.1％増の 3兆 2,451億元だったと発表。このほか、中国鉄道の営業総距離は 2020年末

までに 14万 6,000キロメートルに達する見込みを示したとともに、新型肺炎感染症対策の高速道路

無料化により、物流コストの削減効果が 1,590億元に達したことを明らかにした。（5/20経済日報ｐ

9） 

□苗圩・工業信息化部長は 20日、国務院定例記者会見で記者の質問に回答。5月 18日時点で、全国

の一定規模以上の工業企業の平均操業再開率・労働者復帰率はそれぞれ 99.1％、95.4％に達してお

り、今後も回復の勢いは続くとの認識を示した。加えて、今後の新型インフラの投資計画について

は、デジタルインフラの建設発展を加速させることで、現在の投資の安定、内需の拡大、経済成長の

牽引という重要な役割をより発揮する旨発言。25日、苗圩部長は全人代の部長インタビューに回答。

中小企業の支援策の実施、新エネ車関連の政策等について言及した。（5/21人民日報 p5他） 

 

6.農業・農村 

□胡春華・国務院副総理は 19日、水利部で会議を開き、今年の干ばつ・水害への対策および農業の

防災・減災活動について研究し手配を行い、農業生産の安定的な発展を確保し、豊作を実現するよ

う求めた。（5/20人民日報ｐ4） 

□18 日、劉永富・国務院扶貧開発領導小組弁公室主任は国務院定例記者会見で記者の質問に回答。

全体的に見れば、感染症状況の貧困脱却への影響は徐々に克服しつつあるとした上で、貧困脱却と

いう大局は変わらず、その目標・任務は変わらないと発言。貧困脱却攻略の達成の目標期限は変更

しないとした。(5/18国務院新聞弁公室 HP) 

□韓長賦・農業農村部長は 22日、全人代の部長インタビューに回答。食糧は通年でみれば豊作であ

り、備蓄も比較的十分にあるほか、食糧の安全性を強調した。さらに、豚の生産も回復傾向にあり、
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今年豚の生産目標の実現は予測可能である旨発言。（5/22農業農村部 HP） 

 

7.環境・エネルギー 

□李克強・国務院総理は、5月 22 日に北京で行われた「国際生物多様性の日」プロモーションイベ

ントに出席。「生物多様性の保護に関する重要事業の実施に力を入れ、社会全体の生物多様性への

保護意識を更に高めていく」と強調した。(5/21人民日報 p3) 

□25 日、黄潤秋・生態環境部長は全人代の部長インタビューに回答。感染症の状況の中で、生態環

境保護工作をいかに進めるか等について言及。（5/25新華網） 

 

8.科学技術・イノベーション 

□王志剛・科学技術部部長は 19日、国務院定例記者会見で、「2019年の社会研究開発支出額が 2兆

1,700億元で、GDPの 2.19％を占めた。」「中国の全体的なイノベーション力が大きく向上し、イノベ

ーション国家の構築に新たな進展があった。」と発言。（5/20人民日報ｐ12） 

 

9.主要国との経済関係 

■24日、王毅・外交部長は国務院定例記者会見にて、日中韓・日中関係に関する記者の質問に回答。

①感染症の再発を厳重に防ぎ、感染症対策の成果を挙げること、②操業・生産再開の協力を推進し、

産業チェーン及びサプライチェーンを安定させること、③地域経済協力のレベルを高め、健康医療・

スマート製造・5G等の分野での協力強化の他、日中韓 FTA交渉の加速、年内に RCEP協定の締結を目

指すこと等に言及した。（5/25中央政府 HP） 

□20日、米国内で上場する外国企業に対して、外国政府によって所有・管理されていないことの開

示義務等を定めた規制措置が米国議会上院で可決したこと受けて、24日、中国の証券監督管理委員

会は、「この状況に留意している」「我々はこの種の証券監督管理の政治化というやり方に断固とし

て反対する」と発表した。(5/24中国証券監督管理委員会 HP) 

□22日、米国商務省は、中国・香港等に拠点を置く 33の企業・政府系機関を輸出禁止措置の対象

に指定すると発表。新疆ウイグル自治区での少数民族の弾圧（対象 9社）や、中国の兵器開発関連

の製品調達を支援したこと（対象 24社）がその理由とした。これに対して、25日、中国外交部報

道官は、「強烈な不満を表明し、断固として反対する」と発表。（5/22米国商務省 HP他） 

□習近平・国家主席は 20日、ウィン・ミン・ミャンマー大統領と電話会談を実施。習主席は、「双方

は、感染症への対応をしっかり行う上で、各分野での協力・交流を着実に推進し、「中国・ミャンマ

ー経済回廊」事業の推進を加速していく」と述べた。（5/21人民日報ｐ1） 

□習近平・国家主席は 20日、ハシナ・バングラデシュ首相と電話会談を実施。習主席は、「双方は、

感染症の予防・抑制を確保することを前提に、有利な条件を作りつつ、重点協力事業の実施を回復

させ、産業チェーンとサプライチェーンの安定を維持し、感染症終息後、各分野における両国の協

力拡大に良好な基盤を築いていくべきだ」と指摘した。（5/21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。 


