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〈論文》

Abstract: 

［農業市場研究第19巻第4号（通巻76号） 2011.3] 3 

中国における三農問題の深化と農民専業合作社の展開

大島

A Study on the Intensification of Agriculture and Rural Issues 

and the Development of Farmers'Cooperatives in China 

OSHIMA, Kazutsugu 

Qingdao Agricultural University 

-* 

With the rapid development of Economy in China, the agriculture and rural issues become more 

and more serious. The biggest problem of China's agriculture and rural issues is the expansion of 

economic gap between urban and rural areas, which caused by low productivity in agricultural sector 

and its'underlying problem is small scale farming. In order to rectify the above mentioned big gap, 

the efficiency of farm management and agricultural products distribution by farmers'cooperatives 

has become an urgent issue. 

Farmers'cooperatives have three functions as the following: First is to rationalize the shipment 

cost and distribution expenses and to strengthen the sales force in the market by farmers' 

cooperation. Second is to promote the dissemination of technology by farmers'cooperatives. The 

third is to integrate lands by farmers'cooperatives so as to bring up large-scale management. 

According to statistics, the number of farmers'cooperatives has reached 246,000 by the end of 

2009, which spread quickly in rural China. Farmers'cooperatives have covered a wide range from 

agriculture, livestock, agricultural products processing, commercial, distribution industry, to services. 

Recently, some also move into agricultural insurance, financial sector. 

The case study on farmers'cooperatives in this paper is divided into two types: One type focuses 

on the insurance of sales channels for famers produce by farmers'cooperatives in Chengmai city 

Hainan province and Laizhou city Shandong province. The other is about the dissemination of 

technology to farmers by farmers'cooperatives in Rushan city Shandong province. 

〔Keyword到 theagriculture and rural issues, economic gap, farmers'cooperatives 

I 課題の設定

中国における急速な経済成長と農業・農村問題

の深化は、まさに現在の中国経済・社会の光と陰

＊青島農業大学 (E-mail: koshimal2@gmail.com) 

作社

といえる存在である。今世紀に入り、その光の側

面が国際的に大きな注目を受けるなかで、陰の側

面も徐々にその深刻な課題が明確になりつつある。

たとえば、ここ数年の中でもっとも重要な会議

の一つである中国共産党第17期中央委員会第3回

キーワード：三農問題、経済格差、農民専業合
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全体会議 (2008年10月上旬開催、以下、「17期 3

中全会」とする）の主要テーマは、今後の農村改

革の展開方向（とくに農業経営組織問題、農地の

流動化問題等）についてであった。この会議で

は、世界経済危機への対応などの他の経済問題に

優先して、農業・農村問題が検討されており、こ

のことは、現在の中国政府がいかに農業・農村問

題を重視しているか、言い換えれば、農業・農村

問題が中国経済の大きな課題となりつつあり、こ

れを是正していかなければならない状況にあるの

かを示しているといえる。

中国では、農業・農村問題を総称して、「三農

問題」（農業問題・農村問題・農民問題の総称）

と呼んでいる。これは、農民が中国社会において

著しく不利な経済・社会的階層として位置づけら

れ、このことが中国社会の中で問題化しているこ

とを指す。この三農問題の深化にたいして、現在

中国政府は、いくつかの対応策を講じつつあり、

これが、以前との比較で一定の成果をあげはじめ

ているのは事実であるが、長期に渡って不利な状

況に置かれてきた農民の社会的地位を、抜本的に

改善する道のりはいまだ非常に長いと言わざるを

得ない。しかし、これらの諸問題の解決なくし

て、三農問題が中国の経済発展のボトルネックと

なることは避けがたい。ここに、中国農村におい

て新たな経済システムの改革が求められる客観的

な状況が存在する。

こうした背景のもとで、本ミニシンポジウムで

は「中国における農民専業合作社の展開と農産物

流通の再編」として、 2006年の関連法規整備以

降、陸続と中国農村に生まれつつある農民専業合

作社（一種の農業協同組合）を主な検討対象に、

とくに農産物流通、農業生産における再編主体と

しての農民専業合作社の役割に注目し、その実態

と課題を報告するものである。

本稿では、まず中国農村における三農問題の現

状と問題点について、とくに農産物流通の課題、

農業の低生産性、低効率の問題から述べ、これに

たいして、なぜ今、農民専業合作社が必要とされ

ているのかについて検討する。さらに、新たに生

まれつつある農民専業合作社の実態、類型、課題

について報告する。

なお、本稿作成に当たって、山東省莱陽市沐浴

店鎮の 5か村において、農家および村民委員会関

係者調査を実施したい。また同年、海南省、山東

省農村において農民専業合作社にかんする調査を

実施した。

II 三農問題の実態

1 農業問題

まず、三農問題の根本にあるのは農業問題であ

ると指摘できるだろう。現在の中国の農業問題

は、基本的に農業部門の低生産性が原因であり、

その根底には零細経営規模問題、農村の過剰就業

問題が存在している。また、こうした状況に、非

効率な農産物流通システムが拍車をかけていると

いえるだろう。

中国の農家 l戸当たり耕地面積は約0.47haと日

本の約 3分の 1、農業者 1人当たりでは10分の 1

以下であり、世界でも有数の零細農業経営構造の

もとにある。また、個別農家の農地規模が著しく

零細であるにもかかわらず、今回の莱陽市での農

家調査の結果では、各農家の農地は平均で3カ所

程度、甚だしい場合には 8カ所以上に分散してお

り、農業生産の効率化をさらに妨げる要因となっ

ている。こうした零細で分散した農地から農家が

得られる農産物は限られたものであり、個別経営

の経営規模拡大も、全体としては1978年以降の改

革・開放期を通じて遅々として進んでいない。こ

の農業部門の低生産性問題によって、農業は農民

にとって、採算の取れない、所得の低い、魅力の

ない産業と普遍的に認識されつつあるのが実態で

ある。

こうした事情を背景に、 17期3中全会では、こ

れまでの農地制度に関する改革をいっそう進め、

請負期間の長期化、農地利用権の流動化による農

地集積の進展、農民の組織化等が提起されたが、

現実には、零細分散農耕に苦しむ中国農業の課題

を解決するには、なお相当長い時間を要するもの

と考えられる。

2 農村問題

次に、農村問題として指摘できるのは、都市地

域との比較でインフラ整備水準、教育水準、公衆

衛生・医療水準等が著しく低いことである。この
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ため、都市と農村の経済・社会における競争条件

を同一のレベルに整備していく、農村の競争条件

を都市と同一条件に引き上げていくことが早急に

求められている。

3 農民問題

農民問題とは、前述の 2つの基本的な問題によ

り、農民の就業や生活が困難に直面し、権利が不

当に保障されない状況に置かれている問題を指

す。つまり、①前述した農業の低生産性により、

農業所得が停滞していること。さらに、②戸籍管

理制度により、都市に流入した農民は十分な行政

サービスを受けられず、仮に都市に移動したとし

ても就業や生活の面で都市住民と同等の待遇を受

けられず、不安定就業を余儀なくされているこ

と。この結果、農民は都市に出稼ぎに行っても、

決して十分な所得を得られず、経済変動によって

しばしばそれをも失うことになるのである。

このように、三農問題の具体的な有り様として

は、農業・非農業との経済格差、都市・農村の経

済格差、農村住民と都市住民との格差・差別の問

題であり、これが近年ますます拡大していること

によって、大きな社会問題として現れているので

ある。

とくに近年の都市住民と農村住民の所得格差の

拡大は顕著であり、農村を 1としたときの都市の

所得は、 1985年の1: 1.86から、 2009年の1:3.33 

へと大きく拡大している。この大きな格差の是正

のため、農業経営と農産物流通の効率化が喫緊の

課題となっている。

m 農民専業合作社の展開と役割

作社法」の公布であろう。この法律は、中国に新

たに生まれた農村の協同組合組織の機能と役割を

明確にし、協同組合原則に基づく運営を規定して

いる。

合作社法施行から 3年が経過したが、農民専業

合作社は、生産局面、販売局面において零細分散

した小農経済が主流である中国農村の現状を改革

する新たな農民組織として、しだいに大きな位置

を占めるに至っている。ここで農民専業合作社が

三農問題解決に果たす役割は、具体的に以下のよ

うにまとめられる。

①現状では、広範な農家が、自らが生産した農

産物を販売する手段（出荷調製設備やトラック等

の輸送手段）を基本的にほとんど有しておらず、

流通過程において中間商人や食品企業の活動に依

存しているのが実態である。こうした中で、利益

の多くが商人・企業に移転し、農民の利益は損な

われている。このため、農家の共同によって出荷

経費や流通経費を合理化し、市場での販売力を強

化し、利益を農家に還元する仕組みがもとめられ

ている。

莱陽市における農家調査結果によれば、全国と

の比較で農家経済状況がよいと判断できる莱陽市

の農家においても、農産物・農業資材運搬用のト

ラックを保有している農家は全体のわずか2.4%

にすぎなかった。このため、大多数の農家の農産

物販売は、表 lに示すように、基本的に中間商人

（産地仲買人）への依存を余儀なくされている。

②経済発展に伴い、市場では高い品質の安全な

農産物が求められているが、多くの農家が、これ

まで農業生産技術の指導や訓練を受ける機会を得

ておらず、一般農家の農業技術水準は長期にわた

って停滞してきた。こうした状況の下で、農民の

1 農民専業合作社の役割

大きな都市・農村間の所得格差の存在は、その

主要な要因が農業部門の低い生産性に起因する農

家所得の停滞によるものである。そこで、農業の

生産性を向上し、さらに農産物の流通過程におけ

る効率化、資金調達問題の解決等を図ることを目

的に、新たな生産・流通組織の普及が立案された

と考えられる。

この新たな生産・流通組織の普及過程において

大きな画期となったのは、 2006年の「農民専業合 資料：調査結果から作成。

表 1 調査対象農家 (83戸）の農産物の販売先（山東
省莱陽市）

(ljl. 位：け、％）

販必 販光先

牒家 産地仲買人 畜産良家 卸尤1!i場 食品企業

小及 12 12 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
トウモロコシ 39 30 76.9 8 20.5 '0 0.0 1 2.6 

落化'E 18 18 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

野菜 4 3 75.0 0 0.0 0 0.0 1 25.0 

果樹 25 23 92.0 0 0.0 2 8.0 0 0.0 
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共同による技術の相互普及と、専従職員の配置で

きる組織による技術指導・普及システムの構築

が、農民の生産技術の向上に不可欠であると考え

られる。これは近年顕在化した中国の食品安全問

題への対処としても必要な措置であると考えられ

る。

この点、莱陽市の農家調査によれば、農業技術

普及講習・指導等を受けたことがあるかとの問い

にたいして、「 3年以内に受けたことがある」は

7.5%にすぎず、何らかの講習・指導を「かつて

受けたことがある」農家でも全体の26.9%にとど

まった。つまり全体の 7割以上の農家が、これま

で一度も講習・指導を受けた経験がないことにな

るのである。

③ 17期3中全会では、今後農地流動を推進する

方針が提起されたが、この流動化した農地を集積

し、高効率の農業経営を実施するための経営主体

として、農民専業合作社の役割が期待されている。

2 近年の農民専業合作社の展開

こうして、農村改革の担い手の一つとして期待

されている農民専業合作社であるが、全国におけ

る普及の現状はどうであろうか。

農業部農村合作経済管理総ステーションの統計

によると、 2007年末までに、中国の農民専業合作

社は15万社を超え、会員は2,363万戸と、全農家

の13.8%に達したとされる。

また、これと異なる統計によれば、農民専業合

作社数は、すでに2008年末に20.2万社、 2009年末

には24.6万社に達したとする報道もある 2)。総数

でみると、 2006年以降、ほぽ 1年に 4~5万社の

ペースで増加したことになり、農民専業合作社は

急速に中国の農村に普及していることがわかる。

農民専業合作社の業種は、耕種農業（野菜、果

樹等）が49%、畜産業20.4%(養豚、採卵鶏等）

と、農業生産部門が主であるが、広くアグリビジ

ネス一般、農産物の一次加工、商業、流通業、サ

ービス業等の分野にも進出している。さらに2008

年の規制緩和によって、一部では、農業保険、金

融等の分野に進出する農民専業合作社も見受けら

れる。

韓[1 Jによれば、農民専業合作社の形成過程

はおよそ以下の 5類型に分けられる。

①農村技術普及協会が主体となったもの。

②農業技術普及ステーション等の政府機関、幹

部が主体となったもの。

③供錯合作社が主体となったもの。

④ 「龍頭企業」（中核企業）が主体となったもの。

⑤大規模農家が主体となったもの。

この中で、合作社設立において主な役割を果た

しているのは、④の形態であるとされる。

これは、 1980年代前半の人民公社解体以降、と

くに国有機関の農産物買い付け部門の後退により

農村の流通システムに大きな空白が埋まれ、食品

企業や産地商人の活躍の場が大きく拡大したこと

が背景となっている。

後述するように、現在、農産物・食品の生産と

流通過程において、農民専業合作社（農民側）と

食品企業とが利潤分配をめぐって対立する構造が

生まれている。しかし、全般的な情勢とすれば、

農村の農産物・食品の生産・流通過程において食

品企業や産地商人の力量は非常に大きく、彼らは

農産物の流通過程全般を掌握し、場合によっては

農産物を確保する手段として農民専業合作社を企

業自らが設置するといった動向まで生まれてい

る。こうした状況にたいして、生まれたばかりの

一部の合作社がようやく参入を開始したというの

が中国の現実であるといえる。

N 農民専業合作社による地域農業の振興、

流通改革

では、具体的に農民専業合作社は、地域の農業

振興にどのような役割を果たしているのか、以下

では前述した農民専業合作社の役割に基づいて、

農産物の販売ルート確保の事例（海南省澄邁県の

事例、山東省莱州市の事例）と、技術普及におけ

る合作社の役割（山東省乳山市の事例）を示す。

1 バナナ生産の振興と農民専業合作社

海南省におけるバナナ生産a,は、すでにその

生産者が、大別して大規模な企業経営と零細農家

の小規模経営（一般農家）の二階層に完全に分化

している。これは筆者の知る限り中国でもっとも

企業的大規模経営が発展した事例の一つである。

現地の大規模な企業経営は、経営面積4000ムー
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(267ha) -8000ムー (533ha) と突出している。

これにたいして一般のバナナ農家は一戸当たり

0.3-0.4ha程度の零細規模である。この企業経営

の大規模層は、省内にあわせて40社（農場）程度

存在し、この企業経営が資金力を背景に現在も規

模拡大を続けている。

海南省で、これほどの企業的大規模経営が形成

された背景には、開発当初省内各所に開墾可能な

荒地が多く残されており、これを企業が資金を投

資して開墾し、新規にバナナ農場を開設してきた

という経緯がある。つまり発展の当初は農家の請

負農地を賃貸等によって集積する必要が低かった

ため、大規模な経営を容易に形成することができ

たのである。

こうした企業的大規模農業経営が主流を占める

状況の中で、バナナ専業合作社は、大規模企業に

たいして資本力、販売力の面で弱点を抱えている

零細農家の出荷の効率化と生産資材の供給を目的

に結成されつつある。

海南省北部に位置する澄邁県の南宝香蕉専業合

作社は、南宝郷南宝村民委員会に事務所を開き、

2004年に活動を開始した。年間収入は20万元で、

これは招聘した産地仲買人の宿泊費・食事代、パ

ッキング場維持費・水利施設維持費等に当てられ

る。社員は500人で、南宝村の村民はほぼ村ぐる

みで加入している。村民委員会幹部が合作社役員

を兼任し、省外から買い付けに来た産地仲買人を

積極的に村へ誘致、一括して販売交渉し、村民の

バナナ販売を有利に展開させている。こうした動

向に省政府も関心を示し、省政府からの補助金20

万元を獲得し、活動を強化している。

2 企業向け原料産地から合作社の成立へ

次の事例は、山東省莱州市駅道鎮の東周大姜専

業合作社の事例である。前述したように、農民専

業合作社の誕生以前は、農業・食品企業が農産物

加工、販売、輸出に大きな力を有しており、基本

的にそうした構造が現在まで継続している。しか

し、企業は資本の論理に基づいて利潤を追求する

ことから、農家の利益と企業の利益がしばしば対

立する。こうして、一連の生産・加工・販売過程

において企業の関与が強い作目では、農民は自ら

の利益を確保するため、農民専業合作社を組織

し、調製、流通コストの削減を図りながら、企業

の傘下から離脱しようとする動きが各地で加速し

ている。この東周大姜専業合作社はその典型的な

事例の一つである。

駅道鎮一帯は古くから生姜の生産が盛んで、と

くに東周村を中心とする周辺5村では生姜の作付

けが2万ムー (l,333.3ha) と広大で、年間に生姜

を28万トン生産している。また、この駅道鎮の生

姜は品質がよく、水資源や土壌条件に恵まれるな

ど生産環境も良好である。しかし、鎮内に有力な

生姜加工企業、商人もいないため、従来は山東省

内の莱蕪市の大型食品加工企業へ販売してきた。

ところが、原料基地の位置づけでは、価格交渉

力も乏しく、また個別農家が個別に企業と交渉す

る方法では農家の所得は容易に上がらない。そこ

で東周村では村民委員会をあげて農民専業合作社

を2008年に組織し（中心人物は合作社理事長兼村

共産党支部書記）、緑色食品の認証申請を行い、

ブランド形成を計画する一方、新たな販売先の開

拓に努めている。現在調製施設を合作社の資産と

して共同で建設し、出荷の合理化を固っている。

また販路確保のため、青島市の民間企業等と積極

的に連絡を取り、販売交渉中である。

企業の傘下から自立し、自らのブランドを形成

し、農民の利益を守ることは農民専業合作社の重

要な目的の一つといえるだろう。

3 農業技術普及における役割

乳山金橋花生専業合作社（山東省乳山市）の最

大の特徴は、農業技術普及事業の推進である。こ

の専業合作社の成り立ちは以下の通りである。現

理事長の宋吉濤氏は農村の幹部として1990年代か

ら農業技術の普及を推進してきたが、 2000年以降

これに専念するために村幹部を辞し農民技術協会

を組織し、農民教育と技術普及に専念した。そし

て、農民専業合作社法の公布とともに、いち早く

協会を乳山金橋花生専業合作社に再編し、とくに

落花生の生産技術の普及につとめた。こうして、

協会時代から合計して、受講者数のべ30万人とい

う指導実績をあげたのである。

乳山金橋花生専業合作社では、農民の受講時に

は受講料を徴収せず、品質が優れ、安全な肥料や

農薬を紹介し、農家への販売を仲介する時に若干
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の手数料を徴収することで、これを農民専業合作

社の収入としているという。

前述したように、中国農村では公的な農業技術

普及システムの弱体化が大きな問題となってい

る。このなかで、民間の農民専業合作社がそれに

替わる役割を果たし、現地の農民の好評を得てい

る事実は、合作社の技術普及面での存在意義を大

きく示しているといえる。

V まとめにかえて

中国農村は30年間の改革・開放政策のもとで、

大きな経済発展を遂げてきた。その原動力となっ

たのは、 1970年代末の個別経営請負制実施の契機

となった安徽省鳳陽県小尚村の自主請負の実施、

1980年代前半の江蘇省南部地域での郷鎮企業の起

業、 1990年代初めの内陸地域から華南地域への出

稼ぎ労働者の流動など、農民は常に自らの力で新

たな活路を見出してきたといっても過言ではな

い。その意味では、中国農民は改革・開放期を通

じて常に政策を主導し、場合によっては、政府の

制御をこえて、新たな活躍の境地を獲得してきた

といえよう。

こうした歴史の流れから考えると、 2000年代で

は、中国農民は、農民専業合作社を中心に、さら

に大規模農家、農村の私有企業などの新たな経済

組織において、さらなる経済発展をめざしている

といえる。

この新たな経済組織は、農家所得の向上と農業

生産効率、流通効率の向上を目標に改革に取り組

んでおり、一部地域では、前述したように、それ

による効果もあがりつつある。

しかし、こうした趨勢は、必ずしも中国全土で

みられるわけではない。本稿では紙幅の制約か

ら、農民専業合作社の負の側面について多くを述

べることはできなかったが、多くの課題が存在す

ることも事実である。こうした問題を今後どのよ

うに解決していくのか、この点は中国農村の今後

の動向に影響を与える大きな問題であるというこ

とができよう。

注

1) 2009年7月から2010年4月までに農家調査

を、山東省莱陽市沐浴店鎮の 5か村（大明

村、中旺村、南旺村、呉家瞳村、北小店村）

において継続的に実施した。対象農家は83戸

で、調査項目は農家の家族構成、就業、収

支、農地、農業機械、水利等である。

2)「合作社成為転変発展方式的重要組織力量」

『農民日報』 2010年3月19日。

3)海南省におけるバナナ生産構造の変化につい

ては、根師梓• 森路未央・大島ーニ [2] を

参照頂きたい。
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