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東京農業大学農業経済学会 創設 /* 周年記念大会 シンポジウム
ῑ,**. 年 ++ 月 +, 日 東京農業大学メディアホ῎ルῒ

研究報告ῌ

中国における農業者の内発的エネルギ῎と地域の
農業ῌ農村社会ῌ食文化の統合的発展ビジョン
῏地域的差異と連携課題を踏まえて῏

章
+ῌ 中国における農業者像

現代中国における農業者の内発的発展の問題を
考察するためには῍ まず῍ 農業者像を正確にとら
えることが前提条件となろうῌ そこで῍ まず中国
における農業者収入の変化を見ると῍ 表 + のよう

政*
歳 +-.,῍῍ .*ῐ.. 歳 +*.+῍῍ ./ῐ.3 歳 ++.-῍῍ /*
ῐ/. 歳 2῍῍ //ῐ/3 歳 -.-῍ となっており῍ ,* 歳

から .. 歳までの青壮年労働力が全体の 0/.,῍ を
占めることが特徴的であるῌ
,ῌ 中国における農業者の特質

に῍ +32* 年の改革ῌ開放から ,**, 年まで農業者

ここでは中国の農業者について῍ 家族経営῍ 就

+ 人当たりの収入は +3+ 元から ,,.10 元へと +, 倍

業構造῍ 地域特徴という三つの側面からその特徴

に増加したῌ この収入水準の変化は῍ 地域生産構

を考察してみるῌ

造および就業構造の変化から生じたもので῍ 近年

ῌ 農業生産は依然として農家労働の中心

の中国における農業者像の変貌の基本的特徴をな

,**. 年 ΐ中国農業発展報告 によれば+ῒ῍ 全国

しているῌ

農家 + 戸当たり世帯員数は ..+ 人で῍ そのうち労

中国の農家経営は῍ 表 + のように +32* 年には

働力数 ,.2 人῍ 農業就業人口は +.1 人῍ 農業専業従

第一次産業῍ 第二次産業῍ 第三次産業からの収入

事者は +.- 人であったῌ また῍ ,**. 年の東部῍ 中

がそれぞれ +/* 元 ῑ12῍ῒ῍ +3 元 ῑ+*῍ῒ῍ ゼロ元で

部῍ 西部の三大地域における + 戸当たり農業専業

あったが῍ ,**, 年になると῍ その比率はそれぞれ

従事者数はそれぞれ *.3/ 人῍ +.-1 人῍ +./- 人で

+,+01 元 ῑ.1῍ῒ῍ /21 元 ῑ,.῍ῒ῍ /1, 元 ῑ,-῍ῒ とな

あったῌ このように῍ 全国において農業生産は依

り῍ 農業所得は -+ ポイント減少したのに対して῍

然として農家の家族労働の中心をなしているῌ

農村工業῍ 農村サ῎ビス業による収入はそれぞれ

῍ 農業者の就業構造は多様化

+. ポイント῍ ,- ポイント増加したῌ 家族経営にお

同じ資料によれば῍ ,**, 年の全国農村 + 戸当た

ける農業の比重の低下と農業以外の比重の増大が

り非農業部門への就業者数は *.,- 人であったῌ こ

注目されようῌ

れを地域別でみると῍ 東部地域は *.-, 人῍ 中部地

また῍ 農業労働力を年齢別にみると῍ 中国農業

域は *.+1 人῍ 西部地域は *.+2 人であり῍ 東西を問

部の資料によれば῍ ,**, 年 +, 月現在で +0 歳から

わず各地とも農業以外への兼業が進んでいるῌ と

/3 歳までの農村労働力は //,*/2 万人であるῌ こ

くに東部は中部と西部地域に比べて兼業比率が

れを / 歳ごとに区分すれば῍ +0ῐ+3 歳の労働力が

/0.-῍ 高かったのが特徴であるῌ

全体に占める比率は ++.2῍῍ ,*ῐ,. 歳は +,.+῍῍

῎ 農業者所得の地域格差が顕著

,/ῐ,3 歳は +-.2῍῍ 以下῍ -*ῐ-. 歳 +0῍῍ -/ῐ-3

中国は国土面積が広いため῍ 地域間の経済水準

* 北京大学経済学院教授

の格差が大きく῍ これが農業者の所得にも反映さ
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表 +

中国における農業者の収入水準の変遷
῎単位 : 元ῌ人῍ ῍῏

年次

総収入

+32*
+33*
,***
,**,

+3+
020
,5,/,5.10

第 + 次産業収入
+/*
/+*
+5+-0
+5+00

῎124,῏
῎1.4.῏
῎/*4.῏
῎.14+῏

第 , 次産業収入
+3
1+
/32
/21

῎資料῏ 国家統計局 ῎+33*῍ ,**-῏ ῐ中国統計年鑑ῑ

῎+*4+῏
῎+*4-῏
῎,04/῏
῎,-41῏

第 - 次産業収入
*
10 ῎++4*῏
-30 ῎+14/῏
/1, ῎,-4+῏

中国統計出版社

れるῌ 例えば῍ ,**- 年の東部地域の農民平均収入

畜産῍ 養殖業などの農村生産総額に占める割合は

は + 人当たり -,0+1 元であるのに対し῍ 中部地域

わずか +-῍ であったが῍ +32. 年には ,+῍ となる

は ,,-2, 元であり῍ 西部地域はわずか +,213 元に

など῍ 農業経営の多様化は当時の貧窮した農村経

とどまっているῌ すなわち東部地域は中部地域と

済に活力を注いだῌ

西部地域に比べてそれぞれ /+.3῍῍ 3,./῍ 高く῍

また῍ この時期に政府は農産物の買付価格を大

また中部地域は西部より ,0.2῍ 高くなっているῌ

幅に引き上げ῍農村経済の一層の発展を促がしたῌ

-ῌ 農業者による地域内発型ῌ統合的発展の過程

中国農業部の資料によれば῍ +312 年から +32/ 年
まで農産物買付価格の引き上げが生産農家にもた

農業者による地域内発型ῌ統合的発展とは῍ 農

らした経済利益は ,,.3. 億元であり῍ 物価上昇分

業者の実践力῍ 組織力῍ 創造力の発揮による῍ 地

を除けば῍ 全国の農業者は価格政策により合計

域社会῍ 経済῍ 食文化を含めた均衡のとれた発展

+,,/1 億元の収入を得たῌ これは῍ 同時期における

と持続的成長が実現されるプロセスを指すῌ この

農民収入増加分の約 +/῍ を占めていたと試算さ

発展のプロセスには῍ 地域の文化や歴史などによ

れている,῏ῌ

り῍ 極めて多様な軌跡がみられるῌ 中国では῍ そ

第 , 段階は +320 年から +330 年までであり῍ この

の過程は῍ 貧困脱出の時期῍ 構造転換の時期῍ 持

段階では地域経済と農業構造の大調整が行われたῌ

続的発展の時期という三つの段階に大きく分けら

この時期になると῍ 中国農業は次第に好循環に

れるῌ

入ったῌ この段階における地域農業の発展は以下

第 + 段階は +312 年から +32/ 年までであり῍ こ

のいくつかの側面に見ることができるῌ ῌ 主要農

の段階は農業者自らの努力による貧困脱出の時期

産物の供給はそれまでの不足から次第に需給の均

であるῌ

衡した局面を迎え῍ 品目によって供給過剰のもの

+312 年改革ῌ開放の当初῍ 全中国における労働

も出現したῌ 例えば῍ +33/ 年に中国の主要農産物

力人口は .*,+/, 万人であったが῍ そのうち都市労

の人口一人当たり生産量は初めて国際平均を超え

働力は 3,/+. 万人で ,-.1῍ を占め῍ 農村労働力は

て῍ + 人当たりの穀物は -3. kg῍ 食肉 ./ kg῍ 鶏卵

-*,0-2 万人で῍ 10.-῍ を占めていたῌ こうした大

+. kg῍ 水産品 ,, kg῍ 野菜 ,+1 kg῍ 果物 -1 kg と

量の労働力を抱えていた農村地域では῍ 農業者自

なり῍ 農産物不足の時代は終わったῌ ῍ 農業者の

らの創造により新しい生産請負制度が導入され

所得構成は単一的な家族経営から次第に多様な経

たῌ この結果῍ 中国の農業は従来の人民公社から

営活動に広がり῍ 農村地域における多様な産業振

一挙に家族経営に移行し῍ 農業者の生産意欲が喚

興がみられたῌ 例えば῍ +33+ 年から +33/ 年まで

起され῍ 地域農業の姿が大きく変貌したῌ こうし

農業者の所得平均増加率は ..-῍ であったが῍ そ

て῍ 農業生産は῍ 従来の単一的な食糧生産から林

のうち農業所得の増加率は ,.-῍ であるのに対

業῍ 畜産῍ 養殖など多様な経営が展開され῍ 地域

し῍ 農村工業などの給与収入の増加率は 0..῍ に

農業の発展により農業者の貧困問題は大きく改善

達しており῍ 地域産業が活性化したことが裏付け

したῌ 例えば῍ +312 年に耕種部門を除いた林業῍

られるῌ ῎ 東部沿海の一部地域における農業経営
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は従来の労働集約型から次第に技術ῌ資本集約型
へ移行したῌ この点は本報告の . の ῌ で述べる
上海市近郊における野菜生産農場の展開がその一

-ῑ

可能な農業ῌ農村発展を推し進めている ῌ
.῍ 地域内発型ῌ統合的発展の実態῎事例分析

を中心に῎

例であるῌ
また῍ この段階において中国政府は ῒ農村経済

ῌ 資源活用による地域内発的ῌ 統合的な発展

の活性化を促す十大政策ΐ ῐ国務院 +320 年 + 月ῑ を

῎海南島バナナ協会の事例῎

打ち出し῍ 地域経済と農村工業の統合的な発展が

海南島は中国大陸の最南端に位置し῍ 亜熱帯の

進められたῌ この時期῍ とくに農村郷鎮企業の発

気候に恵まれ῍ 年間雨量は ,,/** mm 以上で῍ 域

展は約 + 億人の農村労働力を吸収し῍ 農村過剰労

内におけるバナナ栽培の歴史が古いῌ しかし῍ こ

働力の圧力を軽減させるとともに῍ 農村経済の安

れまでのバナナ生産は農家の分散的栽培方式が主

定化と農業者所得の向上に大きく寄与し῍ 地域内

流であったため῍ 品種が統一されておらず῍ 生産

発的な経済発展を遂げる一大要因となったῌ

規模も小さかったῌ 近年の中国の経済成長と所得

第 - 段階は +331 年から現在までであり῍ この

水準の向上に伴い῍ バナナの消費が拡大したῌ こ

段階では῍ 全国で農村における組織的῍ 計画的な

の新しい消費需要に対応するため῍ +333 年から海

地域発展の事例が出現したῌ

南省バナナ生産協会が成立し῍ バナナ生産の拡大

この時期では第 , 段階の好局面を引き継ぎ῍ 主

と品種の改良に取り組んでいるῌ ,**+ 年には全省

に以下二つの側面において新たな展開が見られ

におけるバナナ生産規模は /+., 万畝 ῐ-.. 万 haῑ に

たῌ

達しており῍ +32* 年の ,/ 倍に拡大したことにな

+ῑ 農業産業化経営の展開

るῌ

農業産業化経営とは地域の生産῍ 流通῍ 加工企

海南島バナナ協会の組織は῍ 大きく個῎の生産

業および農民組織を中心に῍ 農産物の生産῍ 加工῍

農家と連携する地区生産者組織と῍ 大規模企業と

流通を一体化させる地域農ῌ工ῌ商複合による発

連携する企業組織という二部門により構成され

展方向であるῌ ,*** 年に中国農業部が全国 ++,2,.

るῌ 前者は生産者の利益を保護するために῍ 零細

の産業化組織を対象に実施した調査によれば῍ そ

の生産農家に技術指導῍ 栽培指導῍ 市場情報提供῍

の形成には大きく農村加工業依存型῍ 農村流通企

品種改良῍ 規格統一などのサ῏ビスを提供してい

業依存型῍ 地域市場依存型῍ 農民相互提携型とい

るῌ 後者の企業組織は省内における数社の大規模

う四つのタイプがあり῍ その比率はそれぞれ

なバナナ生産企業と連携するものであるῌ その目

.0῍῍ ,3῍῍ +,῍῍ +-῍ となっているῌ
,ῑ 一部地域における持続可能な農業ῌ農村発

展の出現
例えば῍ 経済発達地域の江蘇省では近年土地経
営権の調整を通して῍ 農業経営の集積による農業

的は大規模生産企業の技術や市場情報などを生産
農家と共有させ῍ 生産企業の販路やブランド管理
方法を生産農家に紹介し῍ 販路利用や市場仲介な
どを通して地域バナナ生産の統合的な発展をねら
うものであるῌ

経営の大規模化を推し進めているῌ ,*** 年には同

このように協会が存立する最大の理由は῍ バナ

地域における大規模経営の総面積は +, 万ヘク

ナ生産と流通における極めて特殊な流通構造が存

タ῏ルにのぼり῍ 農業者 + 人当たりの平均食糧生

在しているからであるῌ 表 , に示したように῍ バ

産量は ,* トンに達したῌ 現在は῍ 農産物商品化率

ナナ生産における直接経費として種苗費 ῐ2῍ῑ῍

2*῍ 以上῍ 第一次産業の生産額の比率 /῍ 以下῍

人件費 ῐ1῍ῑ῍ 地代 ῐ.῍ῑ῍ 農薬 ῐ,῍ῑ῍ 肥料 ῐ+-῍ῑ

第三次産業の生産額の比率 .*῍ 以上῍ + 人当たり

などがあげられるが῍ 直接経費の全体に占める比

GDP,*,*** 元以上῍ エンゲル係数 .*῍ 以下῍ 農村

率は -,῍ であったのに対して῍ 間接経費である

労働力の高卒者の割合 -/῍ 以上を目標に῍ 持続

包装費 ῐ,*῍ῑ῍ 輸送費 ῐ.*῍ῑ῍ 代理費 ῐ0῍ῑ を合
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表 ,

海南島におけるバナナ生産経費の構成 ῐ,**, 年 2 月現在ῑ
直接経費

構成 ῐῌῑ
金額 ῐ元ῌkgῑ

間接経費

肥料費

農薬費

地代

労賃

その他

包装費

輸送費

代理費

+-4*+
*4+/2

,4+1
*4*,0

.4,*
*4*/+

14.,
*4*3*

14/3
*4*3,

+342.
*4,.+

-3402
*4.2+

04+*
*4*1.

ῐ資料ῑ 海南島バナナ協会統計資料῍ ,**- 年 +* 月

わせると 00ῌ と大きいῌ つまり῍ 間接経費が生産

にのぼり῍ 年間納税額は -,*** 万元を実現したῌ

コストの - 分の , を占めることが特徴であるῌ い

これによって ,**- 年に村民 + 人当たりの所得は

かにして間接経費を軽減し῍ 流通の合理化により

+0,/** 元に達し῍ +332 年の / 倍となったῌ また῍

バナナ生産農家により大きい利益を還元するかが

企業誘致の成功で村に /,*** 人の雇用機会が創出

協会成立の重要な目標であったῌ

され῍ ,**- 年 +, 月現在῍ 村の在住人口は / 年前

,**- 年には生産農家によるバナナ出荷量は約
/. 万トンであったῌ 協会は流通段階での介入によ

の +,-/* 人から - 万人にまで増加し῍ 地域社会の
活性化をもたらしたῌ

り間接経費を従来の *.2 元 ῌ kg から *./ 元 ῌ kg に

こうした中で῍ 最も困難だったのは村民の居住

まで低下させ῍ これにより間接経費節約だけで生

方式を調整することであるῌ 土地利用方式の合理

産農家におよそ +- 万元の利益をもたらし῍ 農業

化を図るため῍ 従来の村民の分散居住から ῒ宏福

者利益の保護と地域経済の発展に重要な役割を果

苑ΐ という住宅団地一カ所に集中させることが最

たしたῌ

大の難関であったῌ その理由は生活様式の変化へ

ῌ 産業誘致による地域内発的ῌ 統合的な発展
῍北京昌平県市鄭各庄の事例῍

鄭各庄は北京市昌平県北七家鎮に属し῍ 北京市

の村民の不安と宅地所有権喪失に対する村民の心
配という二つの点が挙げられようῌ 前者の村民の
生活不安を解消するため῍ +333 年の第一回目の団

内から ./ km 北東に位置するῌ 人口は +,-/* 人῍

地入居者はまず村の幹部を優先させたῌ この時῍

世帯数は .+- 戸῍ 耕地面積は .,--, 畝 ῐ,22.2 haῑ で

団地への移住条件として῍ まず + 人当たり年齢を

あり῍ 中国北方地域の普通農村であるῌ +332 年ま

問わずに無償で ,/ 平方メ῏トルの団地住宅が配

で村ではおもに食糧生産 ῐ小麦トウモロコシῑ を

給されたῌ また῍ 移住者世帯のなかで未成年者全

中心としており῍ 人口 + 人当たり農業所得はわず

員 ῐ+2 才以下ῑ を対象に῍ 今後 +2 才になれば῍ 団

か -,*** 元に過ぎなかったῌ こうした状況を改善

地内で , LDK の新築住宅を安価で購入する権利

するため῍ +332 年から村民委員会の共同決議でそ

を与えたῌ また῍ すべての入居者に対して生活用

れまでの土地利用方式を転換させ῍ 北京市に隣接

の光熱῍ 水道代の 2 割を村が補助するという優遇

するという地理的῍ 経済的な優位性を活かして産

措置を打ち出したῌ また῍ 後者の宅地所有権喪失

業誘致を行い῍ 地域社会と経済の発展を図ったῌ

に対する農家の心配を解消するため῍ 土地所有権

鄭各庄の行った改革では῍ まず῍ これまで農家

は原則として変わらないことを前提に῍ 村民委員

ご と に 行 わ れ た 農 業 生 産 を 村 内 一カ 所 /.0 畝

会は個῎の農家と借地契約を結び῍ 利用条件とし

ῐ-0.. haῑ の農地に集中したῌ その一方で῍ これま

て誘致企業から得た年間利益の .*ῌ を村民委員

で村内各地に分散していた農家の住宅を +,*/* 畝

会の主導で各農家に還元すること῍ 残りの 0*ῌ

ῐ1* haῑ の住宅団地に統合させたのであるῌ これに

を誘致企業への再投資として配当を実施すること

よって῍ +,.12 畝 ῐ32./ haῑ の企業用地 ῐ工業団地ῑ

を約束したῌ その結果῍ +332 年から ,**- 年まで

と .** 畝 ῐ,0.1 haῑ の公共用地 ῐ公園や緑地用地ῑ を

鄭各庄は ,- 棟 0 階建ての新しいビルを建設し῍

創りだしたῌ その結果῍ ,**- 年には῍ ,. 社の企業

--,+10 平方メ῏トルの住宅を完成させたῌ +333 年

を村内に誘致し῍ 工業団地の生産総額は -./- 億元

に第一弾として 22 戸の農家が移住したῌ ,**+ 年
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には第二弾として +.. 戸の農家が移住し῍ そして

出野菜の作付面積は +*.0 万畝 ῏*.1+ 万 haῐ であり῍

,**, 年に第三弾として最後の ,,1 戸農家をすべ

輸出規模は 1.+ 万トン῍ 金額は +.3 億元であるῌ そ

て団地に移住させたというῌ こうして῍ / 年間で

のうちキャベツ ῏,-ῌῐ῍ ネギ ῏,2ῌῐ῍ ブロッコ

村内の農家をすべて住居団地に移住させ῍ 土地集

リ῎ ῏,.ῌῐ が三大主力品種をなしている ῏表 - を

積に成功したῌ

参照ῐῌ また῍ 近郊各県の輸出規模を見ると῍ 金山

こうした土地利用方式の調整により村民の収入

県と奉賢県はトップに位置し῍ 宝山῍ 浦東῍ 崇明

も大きく増加したῌ これまで農業収入だけに頼っ

島はそれについで第二位で῍ 青浦県῍ 松江県の輸

てきた村民は現在῍ ῌ 誘致企業からの給与収入῍

出は比較的少なかったῌ

῍ 地代収入῍ ῎ 企業配当収入῍ ῏ 農業収入など多

では῍ 主要輸出産地である金山県の銀龍食品有

様な収入源を得ているῌ 村民委員会によれば῍

限公司の事例をみてみよう/ῐῌ 同企業は ,*** 年に

,**. 年に村民 + 人当たり平均 , 万元の収益が見

県野菜弁公室と民間企業の共同出資により設立さ

込まれるというῌ これよって῍ / 年前に平屋の住

れた῍ 資本金 ,** 万元῍ 従業員 ,- 人の生鮮野菜加

宅が乱立し῍ 舗装道路が一本もなく῍ 雨が降れば

工企業であるῌ 加工施設として῍ 1,*** 平方メ῎ト

道がぬかるんで出掛けることさえ困難だった村

ルの大型低温冷蔵庫 + 棟と +,*** 平方メ῎トルの

は῍ 現在῍ 北京近郊のモデル村として工業団地῍

冷蔵庫 , 棟῍ カット野菜生産ライン一式῍ 年間 ,

住宅施設῍ 学校や病院῍ ス῎パ῎῍ 公園など総合

万トンの加工能力を有しているῌ ,**, 年の輸出規

的な生活機能を整えた新しい農村に生まれかわ

模は 3,+0* トンであり῍ 同県輸出量の //ῌ を占め

り῍ 地域社会と経済の活性化に大きな成功を収め

ているῌ

たῌ

同企業は生産加工部῍ 原料調達部῍ 品質検査部῍

ῌ 市場特化による地域内発的ῌ 統合的な発展
῍上海市近郊輸出野菜生産農場の事例῍

市場販売部῍ 研究センタ῎など五つの部門より構
成されるῌ 原料野菜の調達は 0 割が県内の契約農

上海市近郊における野菜生産は 3* 年代に入っ

家から集まるものであり῍ 残りの . 割は自社のモ

てから中国における食糧需給バランスの緩和と農

デル農場から提供されるῌ 輸出先は日本が最も多

業構造の調整によって発展したものであるῌ 上海

く 1*ῌ を占め῍ そのほかはシンガポ῎ル῍ 香港῍

市はこれまで単一的な食糧生産体系を維持してき

カナダの市場に仕向けられるῌ 同企業の資料によ

たが῍ +33* 年から農業生産構造の調整が行われ

れば῍ ,**, 年の野菜生産の収益性は畝当たり

.ῐ

た ῌ その結果῍ +33* 年から ,**+ 年までに食糧作

/,*** 元であり῍ それまでの食糧生産の場合の /

付面積は ,*+ 万畝 ῏+-.. 万 haῐ から +0* 万畝 ῏+*.1

倍に達したῌ また ,**, 年に契約生産農家 ῏,-* 戸ῐ

万 haῐ に減少し῍ 一方で῍ 野菜の生産規模は +* 万

に対して + 戸当たりおよそ +1,*** 元を支払って

畝 ῏*.01 万 haῐ から 3* 万畝 ῏0 万 haῐ へと 3 倍に拡

おり῍ 農家所得水準の向上と農業経営の安定化に

大したῌ

大きく貢献したῌ

上海市農業委員会の資料によれば῍ ,**, 年の輸

また῍ 農薬や化学肥料等の使用を抑えるため῍

表 - ,**, 年上海市における輸出野菜の生産規模と品種構成
区分

ネギ

キャベツ

ブロッコリ῎

その他

合計

作付面積
῏畝ῐ
生 産 量
῏トンῐ
輸出金額
῏万元ῐ

,352..
῏,2ῐ
,+5//0
῏-*ῐ
/5-03
῏,2ῐ

,.5+**
῏,-ῐ
+/522*
῏,,ῐ
320
῏ /ῐ

,/531*
῏,.ῐ
+05***
῏,,ῐ
,5-23
῏+,ῐ

,05.0῏,/ῐ
+152-0
῏,0ῐ
+*5,22
῏//ῐ

+*05-11
῏+**ῐ
1+5,1,
῏+**ῐ
+35*-,
῏+**ῐ

῏資料ῐ 上海市農業委員会聞き取り調査資料
括弧内は合計 +**ῌ とした比率であり῍ +haῑ+/ 畝 ῏+** 畝ῑ0.01 haῐῌ
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輸出野菜の安全性チェックも行われているῌ ,***

品の展示など賑やかな活動が行われるῌ このよう

年 ++ 月に上海市は ῑ農産物の品質と安全性認証

な活動は現在大都市近郊だけではなく῍ 中西部地

センタ῎ῒ を設立し῍ 野菜の安全性認証῍ 検査を

域の農村にも広がりつつあるῌ

実施したῌ 上海市農業委員会の聞き取りによれ

῍ 安全な食生活観の広がり

ば῍ ,**2 年には作付面積 -* 万畝 ῏, 万 haῐ῍ 年間

上述した生活構造の改善に関連して῍ 近年全国

輸出量 -* 万トンに拡大することを目標としてお

において健康な生活と食の安全性への注目も高

り῍ 今後῍ 野菜生産の拡大による地域経済の活性

まってきているῌ 例えば῍ 北京市では ,**+ 年に中

化が期待されるῌ

国農業部 ῏日本の農林水産省に相当ῐ の指示を受け

/ῌ 地域食文化をベ῍スとした農業ῌ農村の展

開方向

て῍ ῑ農産物安全管理工作規程ῒ を試行し῍ ,**0 年
を目標に農産物の安全管理に HACCP 標準に適
用する計画であるῌ また῍ 上海市では ,**, 年から

ῌ 生活構造の改善と農村文化の復活

農地に対する ῑ生産環境検査制度ῒ を実施したῌ

近年の中国における農家生活の改善の程度をみ

実施対象は +-. 万畝 ῏2.3 万 haῐ の生産農地とその

ると῍ 表 . に示したように῍ +32/ 年から ,**+ 年

産品であり῍ その中で特に +/* の野菜基地と +*

までに全国の農家 + 戸当たり食品支出は /1.2ῌ

の輸出野菜生産農場に重点がおかれたῌ また早く

から .1.1ῌ へと +* ポイント低下したのに対し῍

も +333 年から緑色食品生産制度が中国農業部の

医療保健῍ 文教娯楽῍ 交通通信の支出はそれぞれ

指導下で施行されたῌ 緑色食品とは減農薬῍ 減化

, ポイント῍ 1 ポイント῍ / ポイント増加したῌ こう

学肥料の農産物の総称であり῍ 中国緑色食品発展

した食生活の変化を背景に῍ 地域の伝統的な文化

センタ῎の資料によれば῍ ,**, 年に全国における

活動も復活してきたῌ たとえば῍ 北京農業委員会

減農薬῍ 減化学肥料農産物の栽培面積は ,,-** 万

の資料によれば῍ ,**- 年に農業者を中心に行なわ

畝 ῏+/-.- 万 haῐ であり῍ 生産額は ++* 億元に達し

れた各種文化イベントと伝統的な祭りは合わせて

ているというῌ

-,+** 回に達し῍ 参加農民は ,2* 万人に達したと

῎

いうῌ

ῑ小康社会ῒ は古代中国詩人の描いた理想的な

῎農村小康社会῏ の新方向

こうした中で῍ 北京近郊における交通の最も不

農村社会像であるῌ 物質的な豊かさと精神的なゆ

便な門頭溝地区でも ,**- 年に +3 回の文化活動が

とりが両立する῍ 古代中国の理想的な地域社会ビ

開催されたῌ その内容は京劇῍ 評芸῍ 太鼓῍ 曲芸῍

ジョンであるῌ この言葉を借りて中国政府は今後

雑伎῍ 二人傳῍ 黄梅劇など多岐に渡るῌ また῍ 北

の農村社会῍ 地域経済と食生活の目標を ῑ小康社

京遠郊の大興県では ,*** 年から地域伝統と食文

会ῒ と称しているῌ その内容は῍ 経済発展指標῍

化を中心に毎月一回の ῑ農民文化ῒ 活動を行い῍

社会発展指標῍ 人口素質指標῍ 生活水準指標῍ 資

その場で芝居の演出や特産物の試食῍ 即売῍ 民芸

源環境指標などの +2 の具体的な数値目標で表わ
されるῌ 中国農業部の試算によれば῍ この目標を

表 .

近年中国における農業者生活支出構成の変化
῏単位 : ῌῐ

区

分

食
品
衣
類
住
宅
電化製品
医療保健
交通通信
文化教育
そ の 他

+32/

+33*

+33/

,***

,**,

/1413
3403
+24,/4+*
,4.,
+410
-423
+4+,

/242*
1411
+14-.
/4,3
-4,/
+4..
/4-1
*41.

/240,
042/
+-43+
/4,-4,.
,4/2
142+
+410

.34+/41/
+/4.1
.4/,
/4,.
/4/2
++4+2
-4+.

.141+
/401
+04*.4.,
/4//
04-,
++4*0
-4,.

῏資料ῐ 国家統計局῏+320῍ +33+῍ ,**-ῐ ΐ中国統計年鑑 中国統計出版社

実現するため῍ 今後の経済成長率を高 ῏+*ῌῐ῍ 中
῏2ῌῐ῍ 低 ῏0ῌῐ の三つのレベルに想定し῍ 全国農

村人口 + 人当たり収入年間 .,*** 元を ῑ小康社会ῒ
の入り口だと考えれば῍ 高成長が続いた場合には
,*+* 年῍ 中成長が続いた場合は ,*+/ 年῍ 低成長

が続いた場合でも ,*,/ 年には῍ 中国農村は ῑ小康
社会ῒ に入るだろうと試算するῌ
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0ῌ 課題と展望

中国の農業者はこの ,* 年の改革ῌ開放政策の

こうした多大な課題を抱える中国農業῍ 地域社
会と食文化の方向を展望するに際して῍ 留意点と
して以下の二点を指摘できようῌ まず῍ 3 億の農

実施により῍ 現在新しい発展段階に入っており῍

民のエネルギ῎を喚起し῍ 大陸型農業と地域づく

今後は新しい方向に向けた農業者の創造力と改革

りを進めること῍ 即ち中国らしい特色のある農村

力が一層求められるῌ こうした中で῍ とくに農産

発展の方向が求められようῌ 第二に῍ 中国農業は

物価格の低迷῍ 農民収入の増加速度の減速῍ 有効

あくまでもアジア農業の一部であり῍ その発展に

需要の不足῍ 過剰労働力などの問題が表面化して

あたって῍ 先進諸国やアジア農業の経験を借りな

いるもとで῍ 伝統文化の存続と農村の統合的発展

がら῍ アジア農業との連携方向を探ることも重要

を図ることは必ずしも容易ではないῌ

であろうῌ

注
+ῐ 中国農業部主編῍ 中国農業出版社῍ ,**. 年版ῌ

と質の両面を改善するため῍ ῑ野菜籠プロジェクトῒ

,ῐ 中国農業部主編 ΐ,+ 世紀中国農業発展戦略῍ 中

を実施し῍ それをきっかけに野菜生産規模の全面的

国農業出版社῍ ,**, 年ῌ
-ῐ

な拡大がスタ῎トしたῌ

,*** 年には中国沿海地域 ++ の省生産総額῏GDPῐ

/ῐ 同県の農業人口は 3 万人῍ うち野菜生産に従事す

は全国の /0῍῍ 歳入は全国の //῍῍ 貿易総額は全国

る労働力は +.+ 万人で῍ 県内の輸出野菜栽培面積は

の 2,῍ を占めていたῌ 近年この地域における農業

,.+ 万畝であるῌ ,**, 年に生鮮野菜の輸出量は +.,,

経営の方向は分散経営から集約経営へ転換している

万トンであり῍ そのうち 1*῍ が日本市場に向けら

ことが特徴であるῌ

れるῌ

.ῐ

+322 年から上海市は都市住民の副食品供給を量
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