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〔資 料〕

は じ め に

本資料は,中 国の農村金融において中心的な役

割を呆たす中国農業銀行 (以下,後述の定款に従っ

て農業銀行と略す)お よび農村信用合作社 (同 じく

信用合作社と略す)に 関する基本資料である。後述

の資料 Iに述べられているように,中国の農村金

融制度は,指導的役割を果たす国営の農業銀行と
,

末端で実際の金融活動を行なう農民の協同組合組

織としての信用合作社から成り立っている。この

ため中国の農村金融の概要について知るには,少

なくともこの両者の機構・定款・業務内容等につ

いて知る必要がある。しかし, 日本におけるこの

方面の資料研究はまだ緒についたばかりであり,

定款等の具体的な資料 も豊富であるとは言い難

い。

そこで本稿ではこれに資するため,1986年 9

月に訪中された三輪昌男教授 (国学院大学)・ 中

島常雄教授 (本学)。 宮島昭二郎教授 (熊本女子大

学)が,山西省や北京市等において農村調査なら

びに関係機関でのヒアリング等を行なわれた際に

入手され持ち帰られた農村金融に関する資料を翻

訳し,若干の解説を加えることとした。

また,本稿翻訳作業の際には三輪教授からご指

導を頂いたが,本稿の文責はすべて訳者にあるこ

とをお断わりしておきたい。

各資料の原題は以下に示す通りである。

資料 I「中国農業銀行楡次市支行情況簡介」

資料Ⅱ「楡次市郊区信用合作社章程草案」

資料Ⅲ「農業銀行現行存・貸款利率」

資料Ⅳ「農業銀行儲蓄存款利率調整方案表」

資料V「農業銀行貸款利率調整方案表」
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大  島 訳

なお,資料中の「楡次市」は,山西省晋中地区

の政治中心都市であり,省都太原市近郊に位置し

ている。

資料 I 中国農業銀行楡次市支行概況

楡次市農業銀行は,1980年 に人民銀行から分

離独立した専門銀行である。その主要な任務は国

家の金融政策・方針に基づいて農村の金融事業活

動を展開し,農村経済市場に寄与し,農村経済の

安定的・協調的発展を促進することである。

現在の農村金融システムをみると,大別して
,

全人民所有制の「中国農業銀行」(以下「農業銀行」

とする)と 集団所有制の「農村信用合作社」(以下

「信用合作社」とする)の二つの部分から成り立っ

ている。国務院の規定によれば,信用合作社の業

務は農業銀行の指導を受けなければならず,共同

して国家の金融政策・方針を執行する。しかし協

同経済組織として,信用合作社は組織の大衆性,

管理の民主性,業務経営の機動性を発揮 し,民間

における金融を活性化させなければならない。現

在信用合作社の統一組織である「信用合作聯合社」

が成立 し,民主的な選挙によって日常事務を管

理・監督する理事会・監事会が生み出されてい

る。信用合作聯合社は独自の経済組織ではないが,

農業銀行の統一的な指導を受け,各郷・鎮 (いず

れも農村の行政単位,訳者注)に ある基層の信用合

作社に対して,財務 。社の事務 。人事等の方面に

関して直接指導を行なう。以上から理解できるよ

うに,農業銀行と信用合作社は農村の金融工作を

行なう連合体であり,こ の両者は業務 。経営 。人

事管理等の方面に関してすべて統一した活動を行

なう。



当行は楡次市市内に所在し,農業貸付・工商業

貸付 。信用合作計画 (農業銀行と信用合作聯合社が

協同して行なう信用合作社の管理工作計画について取

り扱う)。 会計・預金 。人事 。労働組合・会計監

査等の 10の課から成 り立っている。各課には正

副課長が配置され,彼 らは分担して審査指導・処

理 。各方面の活動の総合などにあたっている。ま

た,正副支行長は全局面を担当し,同時に適宜分

担する。特に重大な事項は適宜,行長が責任を負

い各正副課長が参加する「行務会」において検討

され,決定される。

当農業銀行 '信用合作社の現職員は総数331人

で,その内訳は農業銀行の正職員が 145人 ,契約

に基づく臨時職員が 15人 となっており,さ らに,

信用合作社 (15か所)の正職員が 113人,契約に

基づ く臨時職員が 58人 となっている。このほか

に農村部の各郷・鎮・村に信用合作社を補助する

「信用サービスステーション」がおかれ,農業を

行なうかたわら業務を行なう「信用サービス員」

が 246人雇用されている。

当行の現在の主な業務は,全市 1,205の農林畜

産・購買販売・農業機械・食糧関係等の事業単

位,15の郷鎮,408の 自然村,61,946戸 の農家,

24.96万 人の農村人口に対して農村金融サービス

を行なうことである。具体的には,各単位への貸

付 。決算代行 。現金受渡し '農村預金・情報サー

ビス等の業務を行ない,農村の経済発展に資する

ものである。

農業銀行 。信用合作社が農村金融業務を行なう

にあたっては,具体的な各業務に対して明確な分

業と,適当な協業を行なう。すなわち,農業銀行

は農林畜産・購買販売・農業機械 。食糧関係等の

事業単位との預金・貸付業務を中心とし, これ以

外にも,農村の郷鎮などの機関・団体・事業単位

などとの預金・貸付業務をもとり行なう。また
,

各信用合作社はおもに農家個人の生産・生活資金

貸付業務および村営・個人営・共同経営企業との

預金・貸付業務を中心とし,貸付資金に余裕のあ

る信用合作社は農業銀行の業務内容に参入し,

郷・鎮営企業に対して貸付サービスを行なうこと
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ができる。このほか農業銀行・信用合作社は並行

して都市近郊 と集鎮 (農村部の中心地区,訳者注)

の住民および農民からの預金業務を行ない,資金

の調達を行なうことができる。

現在の業務量をみると,農業銀行・信用合作社

の各項貸付金残高は約 10,800万元,各項預金残

高は約 7,400万 元であり,270万元の利潤が実現

されている。現金取扱総額は58,000万元で,会

計業務量は約 296万口 (伝票枚数)である。

近年農村経済には大きな変化が発生している。

すなわち,従来の単一的な食糧作物生産を多層的

で多形式な商品経済に発展させている点である。

そこで農村経済のサービス部門として,当行は農

村改革と確実に連動して,創造的に農村金融サー

ビスを行なっている。これと同時に銀行システム

自身も国民経済の一部門として一連の改革を実行

している。とりわけ1985年 から,中 国人民銀行

は各専門銀行に対して「統一計画,系統管理,架

空の貸付をやめ,自主的経営を行なう」という新

しい信用資金管理方法を実行させてきた。この方

法に基づいて,農村金融部門も,自 らの貸付資金

の財源を不断に拡大するために,預金の吸引を一

切の業務の基本に置き,こ れによって初めて一歩

一歩農業銀行自らの経営の活力を強化し,一層良

好に農業銀行が農村経済の発展を支えることがで

きるようになったのである。当行でもこの方法に

基づいて,確実に現有資金の管理を行ない,潜在

的な資金を掘 り起こし,よ り合理的に資金の過不

足を調整し,資金の回転を加速し,一元,一元を

資金貸付の際に十分有効に利用するとともに,預

金の吸引を各業務の基本として,預金工作に重点

的に取り組み,良好な成果を収めてきた。預金の

吸引に取り組む際の重点は以下の通りである。

第 1,新種の預金の設定。大衆の預金・引き下

ろしの便宜を計るため,当行では絶えず新たな種

類の預金の開発を検討し, より多くの大衆の預金

への参加を得た。これは過去の単純な定期・普通

の二種の預金の基礎のうえに,積立預金・決算預

金 (内容不明,訳者注)・ 退職金預金・くじ付預金・

貸付預金 (貸付を受けるための一定額の預金,訳者注)
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など8種 17項 目加えたというものである。例え

ば,本年 (1986年 )の 5月 8日 から5月 18日 ま

で「くじ・利息付預金」を開設したところ,非常

に好評を得,こ れに対して全行をあげて対処し,

関係機関からの支持をも得られたこともあり,わ

ずか 10日 間で 200万元の預金を獲得することが

できたなどという事例もあった。

第 2,預金ネットワークの拡大。必要とされる

預金ネットワークの拡大は,預金額を増加させる

基本工作である。この 3年間に,当市の農業銀行 。

信用合作社は市内 。市近郊・農村の集鎮・工場地

区・鉱山地区などの人口密集地区において,「預

金代行所」16か所,「預金カウンター」24か所,

「信用合作社分社」 5か所を増設し,さ らに既存

の 246か所の「信用サービスステーション」を新

たに預金ネットワークの一部として改編し,市内

の都市部・農村部において普及させた。

第 3,サービスの向上。預金担当職員の業務能

力を向上させるために,当行では近年職員の業務

研修を重点的に行なった。具体的には,各期ごと

に珠算・利子計算・紙幣計算・記帳等についての

研修・審査およびその職員間での競技等を行な

い, これによって,業務担当職員が基本的に熟練

した技術をもって顧客と相対することが可能とな

り,顧客から好評を得ることができた。このほか,

農業銀行・信用合作社は,こ の預金工作中に顧客

に対する宣伝活動を強化するとともに,サービス

の改善に努め,預金残高を逐次上昇させてきた。

つまり,農業銀行・信用合作社の預金高は 1981

年の 1,400万元から86年 には6,400万 元にまで

増加し,こ の 5年預の間に5倍近い増加を示した

ことになる。

各項目の貸付を行なうことは,積極的に農村の

商品生産の発展を支え,農村経済を活性化させる

働きをもつ。よってこのことは預金の吸引となら

ぶ当農業銀行・信用合作社のいま一つの重要任務

である。この貸付サービスを行なうなかで,当行

は中国共産党中央 1号文献の精神に基づいて,農

村の経済体制改革・農村の産業構造の調整および

流通の活性化等の部面についてこれを資金的に支

え, さらに本市農村の各々異なる自然条件 。経済

条件を有利に発揮させてきた。また「相対的に区

分し,優れたものに助成する」原則に基づいて,

業種 。地区にしたがって貸付資金を投資する方向

を確定する政策を実行し,農業銀行・信用合作社

自身の経済的利益と社会全体の利益を明らかに高

めてきた。現在農業銀行 。信用合作社が農村に提

供 している貸付資金は10,500万元に達 し,1981

年と比較 して 40%増 加 した。また全市の農村経

済総生産額も,1981年の8,000万元から85年 の

24,200万 元まで 3倍余 りに増加した。当行の貸

付の重点は以下の部面である。

1,食糧作物を中心とする「種植業」(畜産業・

林業の一部・水産業等を含まない狭義の農業,訳者注)

に対する援助。

農業銀行・信用合作社は食糧作物を中心とする

「種植業」に対して援助を行ない,貸付利率・貸

付期間 。自己資金準備率などについての優遇を実

行し,科学技術の広範な応用と農業生産基盤整備

を促進させている。近年農業銀行・信用合作社が

農村の「種植業専業戸」に対して行なった貸付戸

数は14,716戸 (総農家戸数の23.5%)に 達し,貸

付額は1981年 に比べて 37%増の 1,040万元に達

した。また全市の食糧作物生産量 も,1985年 に

は2.6億斤に達している。これと同時に農村の搾

油作物・綿花 。ウリ類・疏菜・果樹・育苗・林

産物・牧草等の農作物の作付面積と生産量も大幅

な増加を遂げた。こうして農村の「種植業」生産

額は 1981年の8,700万 元から85年 の 12,500万

元 (43.68%増 )に増加した。

2,適正規模の家庭経営における畜産業に対す

る援助。

豚・牛・羊・鶏 。兎などの繁殖は家庭経営に適

合的である。1980年 以降当行は農村の畜産業に

対 しても重点的に援助を与えてきた。このため農

村の家庭規模での畜産事業は急速に発展してい

る。1985年 に全市の農業銀行・信用合作社が援

助 した「畜産専業戸」 (畜産専門農家,訳者注)は

3,200戸 にも達し,同時に多くの鶏・牛・羊・豚

などの畜産専門村が出現した。この 3年間に農業



銀行・信用合作社が農村に対して提供 した畜産貸

付金は 126万元にも達 し,農村の豚肉・牛乳・鶏

卵・鶏肉等の商品生産の発展に役立った。

3,購買・販売システムを中心とした農村商品

流通に対する援助。

農村における商品生産の発展は農村の商品流通

の活性化を促進する。農業銀行・信用合作社は食

糧関係および購買・販売等の部門 (食糧買付ステー

ションおよび購買・販売合作社を指す,訳者注)に対

して農・副業 (副業とはここでは農民が家庭で生産し

た手工芸品などを指す,訳者注)生産物の買付資金

の提供を保証 し,販路を拡大させ,農民が必要と

する生産手段・工業製品等を農村に調達させて農

村市場を活性化させ,流通ルートを拡大させてき

た。1985年 末に農業銀行・信用合作社が農村に

投下 した商品流通資金および農・副業生産物買付

資金貸付は合計で 7,100万 元に達した。また,農・

副業生産物買付額 も5,300万元に達 し (81年 の6

倍に増加),生産手段販売総額も3,000万 元に達し

(81年の2.7倍 に増加),農村の商品流通市場を購

買・販売の両面において活性化させた。

4,郷鎮企業の発展のための援助

近年農業銀行 。信用合作社は,「積極的な援助・

合理的な計画・正確な指導・管理強化」の方針に

基づき,地域の実情に従って,積極的に農村の郷

鎮企業を援助した。とりわけ,投資が少なく効果

が容易にあがり生産物の販売が容易で収益性が良

い企業,企業間の経済連合を形成して将来性が大

きい企業,さ らには専門的に農村の身体障害者を

雇用している福祉企業などには特に積極的な援助

を行なっている。1985年末で全市の郷営・村営 。

「聯営」(数戸の農家の共同経営,訳者注)・ 個人営

の企業は既に6,285に 達し,累積貸付金も4,800

万元と,81年 と比較して 15倍増加している。同

時に郷鎮企業の総生産額も16,987万元に達して

おり,81年 に比べて 10倍の増加を, また実現さ

れた利潤 も3,762.8万 元と,こ れも81年 と比較

して 14倍の増加を示 している。特に発展を遂げ

ている業種は,鉱業 (石炭の採掘)。 運輸・農副

業生産物加工・食品加工・建材・紡績・金属加
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工 。木器加工等 356業種,880余種の製品に及ぶ。

そのうちいくつかの製品は部 (日 本の省に当たる,

訳者注)。 省の優秀製品に指定され,特に優れた

ものは輸出にまわされている。

農村経済の発展を援助していくなかで,当行は

一回の貸付に至るまですべて誠実に審査・評定を

重ね,貸付の経済効果に注目し,資金の回転を速

め,貸付資金を活性化させてきた。1985年 だけ

でも農業銀行・信用合作社の各項累積貸付金は

25,500万 元に達 し,回収された貸付金も23,700

万元に達した。回収率は92.9%で あった。

金融体制の改革に伴って農業銀行,信用合作社

自身も企業化の方向で経営を発展させなければな

らない。つまり,農業銀行 。信用合作社は農業資

金を良好に管理・運用することを必要とされるだ

けでなく,同時に自身の経営管理を強化し,不断

に管理水準を向上させることが必要とされるので

ある。この要求に対応するために,当行では職員

に対する思想教育を強化すると同時に,一方では

人材の育成を重視 し,こ の 3年来,「職場教育」

と「人材派遣教育」の二つの方式を結合させるこ

とによって,人材の持つ潜在力を発掘し,職員の

能力向上を図ってきた。初期においては「職場教

育」方式が採用された。これは,職員中何人かの

業務能力が高く,国家の政策についての理解が深

い職員を教師として任命し,代表研修 (選抜研修

のことか?訳者)。 短期研修 。自習・審査・業務

競争などの方式を用いて,各期ごと計画的に会計

員・出納員 。業務員に対して教育を行なうことに

よって,農業銀行・信用合作社の職員の政治的素

質と業務能力の向上を促進させるというものであ

る。また次の「人材派遣教育」とは,業務の根幹

である優秀な青年を計画的に電気大学 。通信大

学・財政学院等の大学・高等専門学校などに派遣

し,教育を受けさせ,専門的な技術をもった人材

を育成することであり,現在既に職場に復帰して

いる高等専門学校卒業生は7名 ,中等専門学校卒

業生が 10名 ,各学校で養成中のものが 13名 と

なっている。

いま一つの当行が注目している点は,各項規則
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を逐次完全化させてい くことである。各家庭に家

法があるように,銀行には「行規」が必要であり,

数百人の組織である企業を混乱なく管理するため

には,一連の有効な規則が不可欠である。当行で

は,業務方式・思想作風 。手続制度を農村経済体

制改革の必要に適応させ,誤 りに基づ く事故を回

避 し,手抜かりを防止 し,隠れた弱点を除き,新

たに発生する状況と特殊性に対応するために,既

に制度化されている各項の規定以外に,新たに各

種の規定 184か条を追加・補充し,農業銀行・信

用合作社制度を不断に改善し,標準的経営モデル

を追及 し,科学的な運営を行なうよう努めている。

楡次市農業銀行

1986年 8月 24日

資料 I 楡次市郊区信用合作社定款草案

第 1章 総則

第 1条 :当社は集団所有制の農村金融組織であ

る。当社は農業銀行の補助機関として農業銀行の

指導を受けるが,独立経営・独立採算の原則をも

ち,自己の損益に責任を負い,民間における資金

流通を活性化させる任務をもつ。当面は,上級の

農業銀行の指示に基づいて,農業銀行と信用合作

社との共同経営形態をとる。

第 2条 :国家の金融政策に基づき,当社の範囲内

において分散した資金を組織化し,各方面に効果

的に貸付を行ない,社 (人民公社,訳者注)。 隊 (生

産大隊,訳者注)。 社員の農業生産の発展と商品

流通の組織化,お よび生活資金の困難等に対して

援助を与え,高利貸活動に打撃を与え,社会主義

近代化に貢献する。また,農業生産の発展のため

に農村経済サービスを活性化さて,社員のために

貢献する。

第 3条 :民主的な運営制度を実施する。社員代表

大会は当社の最高権力機関であり,社員代表大会

では選挙によって「社務管理委員会」 (以下「管委

会」と略す)。 「民主管理監察委員会」 (以下「監

委会」と略す)を選出する。

第 4条 :当社の出資金・積立金およびその他の資

産は信用合作社社員の集団所有に所属し,資金お

よび財産はいかなる部門 。個人も不当に横領した

り,流用する権利を有さない。

第 2章 社員および社員の権利と義務

第 5条 :当社の区域内に居住する満 18オ以上の

男女労働者は,本人の申請,管委会の承認,出資

金の納入を経たのち,当社に加入し,信用合作社

社員となることができる。

第 6条 :社員は入社時に1口 5元の出資金を納入

する。納入額は社員 1人につき1日 以上とし,日

数は社員自らが定める。

第 7条 :当 社のサービス区域内の社隊企業 (現在

の郷鎮企業,訳者注)。 生産隊 (現在の村民小組,訳

者注)は 申請および管委会の承認を経たのち法人

会員となることができる。法人会員は入会時に出

資金 1口 300元を納入する。その納入口数に上限

はない。法人会員は議決権を1票のみ有する。

第 8条 :社員の権利

1.選挙権と被選挙権。

2.優先的に貸付を受ける権利。

3.当社の業務・財務・組織に対して討論・批

評・建議・監督および質問を申し立てる権利。

4.出資金配当を受ける権利。

第 9条 :社員の義務

1.当社の定款を遵守し,当社の決議を執行す

る。

2.当社の利益を守り,当社の共有財産を擁護

する。

3.信用を守り,期限通りに借入金を返済し,

積極的に当社に預金を行なう。

4.宣伝活動を展開し,当社に協力し,社員・

業務を共に発展させる。

第 10条 :社員は自らの希望により入社 し,自 由

に退社することができる。退社は年度末決算の 1

か月前に管委会に退社届けを提出して行なうもの

とし,その場合は,決算後 1か月以内に出資金を

返還する。社の区域より離れるため退社を希望す

るときは,いつでも出資金を返還する。社員が死

亡した場合は,出資金はその法的相続人が相続す

る。

第 11条 :社員が信用合作社の発展および基礎固



めに多大の貢献をした場合には,信用合作社は栄

誉または物質的な報奨を授与する。また,当社の

定款 に違反 したものには批判および教育を行な

い,甚 しい場合には退社を勧告する。

第 3章 信用合作社の機関および民主管理

第 12条 :当社は本店を,現行の農村経済区域お

よび行政区画に基づいて○○村 (印刷不鮮明により

不明,訳者)に設立する。また所轄区 24か村内に

信用サービスステーションを設立 し,当社の指導

の下に社員の預金・貸付業務を行なわしめ,その

業務成績に基づいて手数料および奨励金を与え

る。

第 13条 :当社の民主管理機構は社員代表大会で

ある。その権限は,定款変更の決議・管委会およ

び監委会の選挙,並びに当社の業務計画・業務報

告・損益処理・財務予算および決算・職員への報

奨および福祉・利子率の変更等の重要事項などに

ついての討議・審議・議決である。

第 14条 :社員代表大会は年 1回 開催される。特

別な事態が生 じた場合は臨時会を開催することが

できる。代表大会は管委会が招集する。社員代表

大会の代表は約 30な いし40名 とし,村ごとに出

資金を納入した社員戸の中から選挙で選出する。

定員の配分は各村の社員戸数に基づいて管委会が

決定する。社員代表は代表大会開会以前に十分に

社員の意見
‐
を求め,社員代表大会にそれを反映さ

せ,社員代表大会の閉会後は責任をもって代表大

会の決議を社員に伝達 しなければならない。社員

代表は随時当社の業務を監督し,監委会に意見を

提出することができる。

第 15条 :管委会は社員代表大会の執行機関であ

り,主任・副主任 をおき (即 ち当社の主任・副主任

を指す),あ わせて 3な いし5名 から構成される。

第 16条 :管委会の職責は以下に定める通 りであ

る。

1.社員代表大会の招集。

2.社員代表大会の決議および信用合作社の管

理事務の執行。

3.新社員の審査・承認。

4.社員への報奨・処罰の決定,並びに社員お
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よび職員に対する思想教育の実施。

第 17条 :監委会は当社の監査機関であり,主任・

副主任および委員のあわせて 5人から構成され

る。その職責は以下に定める通りである。

1.社員の意見を集め,定期的に管委会にこれ

を反映させ,当社の不断の改革を促進する。

2.当社の財務支出状況を監査する。

3.当社の執行する施策・業務を監査する。

4.当社職員の工作態度・サービスの質を監督

する。

第 18条 :社員代表大会および管委会・監委会は

各々の構成員の 3分の 2以上の出席がなければ議

事を開くことができない。すべての議案または議

決は,出席者の過半数の賛成をもって決する。

第 19条 :管委会および監委会の主任・副主任・

委員の任期は各々3年 とし,再選を妨げない。

第 4章 経営業務

第20条 :当社は以下の業務を行なう。

1.農村の個人預金および農村の機関・団体・

学校 。社隊 (人民公社・生産大隊,訳者注)。

社隊企業からの預金。

2.農村の独立採算の生産大隊・生産隊・社隊

企業 。公社以下の集団および個人に対する商

工業生産資金貸付。また専門生産農家に対す

る生産資金貸付および社員個人に対する生

産 。生活資金貸付。

3.農村の各単位間,農村・都市の各単位間お

よび当社区域と区域外との間の経済取引の振

替決済。

4.各銀行の委託を受け,口座を持つ単位に対

して現金管理を実行する。

5.各銀行の委託を受け,国家の各項農業投資

および民政部門が支出する軍属等に対する救

済年金の支払い。

6.農業銀行の代理業務・農村保険およびその

他の業務の受託。

第 21条 :当社が所轄する各信用サービスステー

ションは農村の個人預金および社員に対する貸付

をとり行ない,そ の貸付計画は当社の承認を要す

る。
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第 22条 :当社の農村預金と各項の集団預金の利

率は,一率に国家・農業銀行の定める類似預金の

利率に基づいて定める。当社の貸付は変動利率に

よる。

第 23条 :非社員への貸付は変動利率を基礎とし

て, さらに月利 0.6%。 を加えた利率による。

第 24条 :当社が受託する代理業務は契約に基づ

いて執行し,規定に基づく手数料を徴収する。

第 25条 :当社は年度ごと,四半期ごとに各月の

貸付計画を編成する。

第 5章 財務損益処理

第 26条 :当社は勤労と節約の原則を貫き,積極

的に業務を展開し,収入を増加させ,支出を減少

させ,不断に蓄積を増大させなければならない。

また財務収支は予算は基本とし,支出は標準モデ

ルに基づき,各項事項の承認は一定の手続きに基

づき,事後の検査を一般化させ,年度末の決算を

徹底させる,な どの業務原則を徹底する。

第 27条 :当社の共有財産は適正な保管および使

用を必要とし,散失・破損させてはならない。

第 28条 :当社の記帳項目は各日ごとに清算,各

月ごとに決算し,各項財務収支状況を毎年社員代

表大会招集時に社員代表大会に対して報告しなけ

ればならない。

第 29条 :当社は 1月 1日 から12月 31日 までを

会計年度とする。毎年終了時には決算報告書およ

び損益処理意見を提出,管委会に送付し,討議を

経た後,社員代表大会の審査を経なければならな

い。

第 30条 :当社は毎年決算後の剰余を共同経営規

定に基づいて他の銀行等に分配した後,信用合作

社の所得部分を以下の比率で分配する。

1.出資金配当 10%,最高 30%を 超えない。

2.公共積立金Ю%,最低∞%を下まわらない。

3.公益金 20%,最高 40%を超えない。この

公益金は職員の集団的・個人的福利厚生費と

なり,ま た農業銀行に上納され,職員の退職

金の基金となる。

第 31条 :当社が欠損を出した場合は,公共積立

金および出資金をもって補損する。

第 6章 当社職員

第 32条 :当社職員は簡素化の原則および業務の

必要に基づき適宜配属される。

第 33条 :現職員の政治経済的待遇は従来通りと

し,将来の新職員は都市戸籍に移ることはできず,

食糧配給を受けられず,固定給でなく仕事量に応

じた賃金を受け取ることとなる。また現正職員は
,

今後都市戸籍に移ることのできる点と,食糧配給

を受けられる点以外,新職員と同様の待遇を受け

る。

第 34条 :当 社のすべての職員は,努めて学習し,

業務について研究し,規則を遵守し,全身全霊を

傾けて人民のために貢献する心構えをもち,密接

に人民と連携し,勤勉誠実に職務を遂行しなけれ

ばならない。

この定款は,社員代表大会で可決した後,当該政

府および農業銀行の承認を経て施行する。

1983年 9月 3日
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資料Ⅲ 農業銀行現行預金・貸付利率

項   目

・ 信用合作社上納預金 (農業銀行へ
)

・ 信用合作社上納預金準備金 (同 )

・ 農業貸付

内①国営農業貸付

流動資金貸付
「種植業」・畜産投資貸付

②集団および農家への農業貸付
商工企業貸付

内⑦国営工業交通企業貸付
④国営農業工 。商業貸付

◎国営商業および購買・販売合作社一級,二級ステーションヘの貸付
内④「預金・貸付分戸」貸付の基準額内貸付
⑤「   同   」貸付の基準額外資付

○国営商業および県級以上の購買・販売合作社に対する貸付
内「預金・貸付分戸」を実行する貸付

②県級以下 (県級を含む)の基層購買・販売合作社に対する貸付
内○「預金・貸付分戸」を実行する貸付
①個人請負後の貸付

②綿・麻公司に対する棉花買付のための貸付
〇計画価格食糧・油買付のための貸付

②協議価格での食糧・油買付および食糧・油加工業に対する貸付
①国営商工業および購買・販売合作社の小額設備貸付
◎決算貸付

③予約買付金貸付

⑫都市・農村・集団商工業 (企業)貸付
内○「知識青年」集団経営企業力玲」業2年以内の場合
①農村信用合作社に対する貸付

注 :1)※ は農村個人商工業貸付の利率に準ずるの意。
2)※ ※は固定資産貸付率 (資料V)に準ずるの意。
3)○一〇,①,②一〇,②―①,等の内容については不明である。(訳者注)

現行利率

年利%
5.40 6.48

5.10 6.12

6.60 7.92

6.60 7.92

6.60

6.60

6.00

5.70

6.00
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6.60

6.30

※

6.00

3.00

6.60

※※

3.0

4.80

6.60

3.60

5.40

資料V 農業銀行貸付利率改訂表 (案 )

改訂意見

7.92

7.92

7.20

6.84

7.20

7.92

7.56

7.92

7.56

※

7.20

3.60

7.92

※※

3.60

5,76

7.92

4.32

6.48

資料Ⅳ 農業銀行預金利率改訂表 (案 )

改訂意見

年利 %
2.88

6 12

7.20

8 28

9.36

10 44

8.28

9.36

10.44

項    目
項    目 年利 %

7.92

8.64

9 36

10.08

10 80

都
市
農
村
個
人

華
僑
人
民

幣
預
金

人
定
期
預
金

都
市
農
村
個

預
金

1 固定資産貸付

1年以下 (1年 を含む)

1年 以上 3年以下 (3年 を含む)

3年以上 5年以下 (5年 を含む)

5年以上 10年以下 (10年 を含む)

10年 以上

2.「抜改貨」貸付 (多 数の業種に適用す

る利率)

3.郷鎮企業生産設備貸付

4 開発性貸付 (荒 地開墾等の農業開発

に貸付,訳者注)

1年以下 (1年 を含む)

1年以上 3年以下 (3年 を含む)

3年以上 5年以下 (5年 を含む)

5年以上 (年 限を分けない)

注 :1)※ は暫時改訂せずを示す。
2)2の内容については不明。 (訳者注)。
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現行利率
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定期預金 1年
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解 説

1983年 ごろより中国の農村金融政策は大幅に

転換した。その転換は,主要な貸付先を現在中国

で進められている「第 2次農村経済体制改革」の

諸政策
1)に

連動させて変更するという資金運用

面での改革,お よび信用合作社の機構自体を改革

するという制度面での改革という二方面にわたっ

て行なわれた転換である。前者すなわち資金運用

面での改革は
,

①個人請負経営農家 (「承包戸」「専業戸」「重点戸」

等の専門生産農家を指す)を資金面から積極的に

支持する,

②郷鎮企業 (農村の工業・建設業等)に対する資金

援助,

③農村における商品流通の活性化のため,関係機

関に対して資金援助を行なう,

などを内容とするものである。

①の個人請負経営農家に対する資金面からの援

助の実態は,1983年 1～ 11月 における農業銀行

および信用合作社が実施したこれらの農家に対す

る貸付が,180億元余と前年同期比で 2.3倍 に

なった点, これに対して公社・大隊などの集団ヘ

の農業貸付が 58億 元と,前年同期を 38.5%下

回った点などに現われている。このように専門生

産農家に対する貸付は急激な増加を示しており,

現在では貸付総額の25%前後にも達している。

次に②の郷鎮企業に対する積極的な資金援助

は,金額的には最も多く,1979年から83年 まで

の 5年間に郷鎮企業に累計で672億元が貸付けら

れたと伝えられる。この金額は全国の郷鎮企業

131万余 (1983年 )に 1企業当たり5万元余が貸

付けられたこととになり,そ れは主に設備購入等

に用いられたという。

③の農村における商品流通の活性化のために

は,1983年 には集団商業 (購買・販売合作社など)に

24億元 (前年比6億元増)貸付けられたが, 絶対

額では他項目と比較して少額であった。

こうした資金運用面での改革に対して,農村金

融機構の改革として注目に価するのが後者の信用

合作社機構の改革である。

すでに 1920年代には農民の信用協同組合形態

で成立した信用合作社は,1949年の新中国成立

以後,1950年代前半を中心に政府の援助をうけ

大きく発展 した。しかし,1958年からの人民公

社運動以降,国家の管理が徐々に強化され,特に

60年代後半からの「文化大革命」の混乱期には

合作社幹部による資産の横領や混乱による散失な

どが相次ぎ,合作社の機能と協同組合的性格は著

しく失われた。

しかし,1978年 の経済政策の大幅な転換以後,

農村経済改革を資金面からバックアップする必要

が強く生じたため,1984年 に国務院は「信用合

作社の管理体制改革に関する中国農業銀行の報

告」を承認,信用合作社機構の改革に着手した。

その要点は,

①信用合作社の信用協同組合としての性格を回復

すること。具体的には,加入・脱退の自由,信

用合作社自身および組合員の経済的利益の優

先,合作社幹部の選挙による選出,な ど。

②信用合作の経営面での柔軟性を強化すること。

具体的には,農業貸付を優先させるが,一定額

を保証すれば農村工業・商業部門等に貸付を行

なうことができる。

③独立経営・独立採算・損益自己負担の原則を堅

持し,農業銀行は欠損を補填しないこと。

④変動金利制の実施。

⑤信用合作社の「県聯社」の設立。各単協が採算

単位だが,連合組織を形成する。

⑥農業銀行指導の原則の堅持。

など,ほぼ前掲の「概況」・「定款」に示された

内容と一致している。

このように信用合作社の協同組合的性格は回復

しつつあるが, しかし一方で独立経営・損益自己

負担の原則も強調されてきたため,貸付に当たっ

ては貸付先の採算性も重視される傾向が強くなっ

てきている。このため「農業優先」が標傍されて

いても,現実の貸付は比較的収益性の高い農村工

業などが優先されることが多くなりつつある。こ

の点は前掲「概況」でも「……相対的に区分し,

優れたものに助成する原則に基づいて業種・地区



に従って貸付資金を投資する方向を確定する政策

を実行し……」と述べられている点,お よび資料

Ⅲの「農業銀行現行預金 。貸付利率表」において

も農業貸付が利率的には優遇されていない点など

にも示されている。

こうした点から考えると,今後は相対的に収益

性の悪い部門への貸付をどのように行なっていく

のかが大きな問題となる。今後独立採算の原則が

ますます強調されることによって,それらの部門

への貸付が徐々に縮小されていく可能性も高く,

農業生産の発展の側面で一つの問題となることも
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考えられる。

注

1)「第 2次農村経済体制改革」の内容については,拙出

稿「中国農村経済の事例分析」「農経研究報告』第

18号 1987年 2月 東京農業大学大学院農学研究艶

科農業経済学専攻 参照。

受付 昭和62年 4月 30

受理 昭和62年 6月 25
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