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第１章 中国における農業生産者の所得補償政策と価格支持政策 

 

【要 旨】 
 

2004 年以降、中国政府はそれまでの農民に対する「多く取り、少なく与える」との政策

から、「多く与え、少なく取り、自由化を進める」という方針に転換し、農民所得増加を農

村政策の主要任務とするようになった。政策的綱要となっている中国共産党中央委員会と

国務院が毎年初めに発表している「中央第 1 号文書」は、7 年間連続で「三農（農業、農

村、農民）」問題を取り上げ、政策・制度の面において、農民の所得増加促進政策体系が整

備され、各種具体的措置も充実しつつある。 
中国の農業生産者の所得増加促進政策の柱は、農村税金・費用の全面的廃止及び 5 つの

農業補助政策（①食糧栽培農民直接補助、②優良品種補助、③農業機械購入補助、④農業

生産資材総合補助、⑤農業保険費補助）である。これらに加えて、最低買付価格政策、国

家臨時備蓄政策、貧困扶助・農村最低生活保障制度、災害補償制度などが農民の生活・生

産を保障している。 
5 つの農業補助の主要な財源は中央財政である。各レベル地方財政の分担割合は地域の

経済状況に左右される。また、経済状況の格差により、各省・直轄市・自治区の補助基準

はかなり差がある。貧困扶助も中央政府の資金が中心にある。一方、農村最低生活保障資

金の調達は、地方政府が中心となって進め、財政困難な地域に対して、中央財政が適宜補

助金を与えている。 
農民所得補償と価格支持政策は確かな効果を上げている。2004 年以降、中国食糧生産量

はそれまでの 5 年連続減産の傾向を逆転し、2010 年には 6 年連続の増産を果たした。食

糧需給が不足から均衡へと転換し、余剰も出てきている。農民の生産意欲が大いに刺激さ

れたことが背景にある。同時に農民 1 人当たり可処分所得も増加を続け、2004～08 年の

年平均伸び率は 10％以上となった。農業生産の拡大に加え、貧困扶助や補助金政策、最低

買付価格政策も一役を果たしたと言える。また、全国規模で農村最低生活保障制度が整備

され、収入が非常に低い農民階層の基本的生活が保障されるようになった。 
しかし一方で、中央と地方政府の資金分担が非合理であること、補助金対象と補助基準

が非合理なこと、資金管理が行き届かず流用・横領などの問題が生じていること、などが

農民の収入増加効果を制約している。 
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1． 農業生産者の所得補償政策と価格支持政策の全体像 

（1） 所得補償政策と価格支持政策の背景、目的 
中国の食糧生産量は 1990 年代後半に消費 1

衣食などの基本的生活問題も解決へ向かい、所得水準の向上につれて、都市・農村住民

のエンゲル係数が低下し続け、食品の消費構造が大きく変わった（図表 1-1-2）。その結

果、農産物の供給は資源の制約だけでなく、市場における需要面からの制約を受けるよう

になった。 

を上回るようになった（図表 1-1-1）。食糧な

どの主要農産物は十分な供給により、長期的な供給不足から需給が均衡するようになり、

豊作年には余剰が生じるようになった。 

このような動きに伴い、農業の構造問題が顕在化し、農産物の価格は低迷する一方で、

農民が増産しても所得増加にはつながらなくなった。1997～2002 年の 6 年間の農民 1 人

当たり可処分所得の増加はわずか 549.5 元であり、年間平均伸び率は 4％にも及ばない 2

2000 年以降、食糧生産量は更に落ち込み、供給が逼迫するようになった（図表 1-1-1）。
中国の農業生産の行方が懸念される中、胡錦濤・温家宝政権は、2003 年の就任直後、中国

の農業・農村経済が新しい発展段階に入ったと認識した上で、農業・農村経済構造の改革

を決定した。中心的な目標として、農民の所得増加が掲げられた。 

。

しかも、農民の所得は地域的に極めてアンバランスであった。特に主要食糧生産地域の農

民所得の伸び率は全国平均水準を下回り、多くの農家の純所得は横ばいないし低下した。

また、都市と農村の所得の格差も拡大が続いた（図表 1-1-2）。 

 

                         
1 「わが国の食糧供給現状・見通し及び対策」（『中国経済時報』2010 年 4 月 14 日）の推計方法では、食

糧消費量=1 人当たりの食糧消費量（380kg/人）×人口、となっている。 
2 「回良玉：農民所得を増加させ、食糧供給を確保しよう」新華ネット、2004 年 2 月 15 日。 
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図表 1-1-1 中国の食糧生産と食糧消費の推移 
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（資料）『中国統計年鑑』（各年版）、「2009年国民経済と社会発展統計公報」（国家統計局ネット、2010

年 2 月 25日）、「わが国の食糧供給現状・見通し及び対策」（『中国経済時報』、2010年 4 月 14

日）の内容を基に整理作成。 

 
図表 1-1-2 中国都市・農村の住民収入と食品支出割合の推移 
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2010年 2月 25日）の内容を基に整理作成。 

 
一方、中国は、2001 年に WTO に加盟し、農産物市場を対外開放するようになった。農

民の利益を保護するとともに、中国農産物の市場競争力を向上させることによって、海外

農産物による中国国内市場への影響を抑制し、WTO の枠組みのもとで、中国国内の農業

補助金政策を調整する必要もあった。中国の農業補助金は 1950 年代末に始まったが、1990
年代半ば以降、食糧関係の補助金は、主として買付制度や価格保護制度によって、食糧企

業、食糧流通部門などの中間部門、流通部門に流れた。これに対して、食糧生産者がもら
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える補助金は極めて少なかった。中国は、農産物に対して保護価格で買付を実施していた

ため、WTO メンバー国から「農業に補助している」と非難されながら、農民には農業税

やその他の各種名目の費用を課していた。農産物の保護価格買付を実施し「農業補助金」

と非難されるよりも、非合理な農業関連税・費用を減免し、代わりに財政がその分を負担

したほうが賢明だとの判断と思われる。 
1998 年以降、中国政府は食糧流通の市場化を進め、2004 年に食糧の買付・販売市場を

全面的に自由化した。この改革に伴い、農民の利益を保護するとともに、総合的な食糧生

産能力を確保し国家食糧安全保障を維持するためにも、農民への直接補助金制度の整備が

必要となってきた。 
 

（2） 所得補償と価格支持に関連する政策、法規、管理機関 
以上のことを背景に、中国政府は、それまでの農民に対する「多く取り、少なく与える

（多取少予）」から「多く与え、少なく取り、自由化を進める（少取多予）」という方針に

転換し、農民の所得増加を主要政策の一つとした。2004 年から 2010 年にかけ 7 年間連続

して、中国共産党中央委員会（以下「中共中央」と略称）と国務院が年末から年初にかけ

て発表する「中央第 1 号文書」は、「三農（農業、農村、農民）」問題をテーマとして取り

上げ、農民の所得増加を「三農」事業の中心的な目標に掲げた。「中央第 1 号文書」は中

国政府の一年間の仕事を指導する綱領的な文書であり、中国政府は、その年に重点的に、

あるいは速やかに解決すべき課題を発表している。農民所得補償と価格支持に関する政策

体系は、こうした 7 回の「中央第 1 号文書」を骨組みとし、更に政府各部門が策定した具

体的措置を肉付けして構成されている。 
2004 年以降の「中央第 1 号文書」について、以下にそれぞれの概要をまとめた。 
 
①2004 年「中央第 1 号文書」 

2004 年の「中央第 1 号文書」である『農民所得増加の促進に関する若干政策の意

見』は、初めて農民の所得増加を課題として取り上げ、食糧産業への支援、農業構造

の調整、農村改革（農村税金・費用の改革、食糧流通体制の改革などを含む）の推進

など、多方面から一連の農民・農業支援政策を打ち出した。具体的には、（ア）食糧

栽培農民直接補助、（イ）優良品種補助、（ウ）農業機械購入補助といった 3 項目の農

業補助措置の導入が盛り込まれた。 
 

②2005 年「中央第 1 号文書」 
2005 年の「中央第 1 号文書」である『農村事業の更なる強化、農業総合生産力の

向上に関する若干政策の意見』は、農業が依然として国民経済の脆弱な部分であり、

食糧増産や農民所得増加のメカニズムが整っていない実状に対して、初めて農業の総

合生産力整備の強化を強調した。同時に、農民・農業支援策を続け、2004 年に農業
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補助金制度を実施し、食糧の安定的な増産と農民の持続的な所得増加を実現させると

ともに、農村の税金・費用改革を更に進め、農民の負担を軽減することを謳った。 
 

③2006 年「中央第 1 号文書」 
2006 年の「中央第 1 号文書」である『社会主義新農村建設の推進に関する若干意

見』は、初めて「社会主義新農村建設」を謳い、工業が農業を促進し、都市が農村を

牽引するメカニズムを早急に整備するとともに、農村の税金・費用改革を一層推進し、

中国全土で農業税を撤廃することを決定した。 
 

④2007 年「中央第 1 号文書」 
2007 年の「中央第 1 号文書」である『近代的農業を積極的に発展させ、社会主義

新農村建設の推進に関する若干意見』は、「近代的農業の発展」を明確に社会主義新

農村建設の主要任務とし、工業による農業支援、都市による農村支援の方針を引き続

き実施すること、「三農」への政策的支援を拡大すること、インフラ整備と社会事業

の重点を農村へ振り向けること、農民・農業支援政策を充実させること、全国規模で

農村における最低生活保障制度を導入することなどを方針とした。 
 

⑤2008 年「中央第 1 号文書」 
2008 年の「中央第 1 号文書」である『農業インフラ整備の的確強化、農業発展・

農民所得増加の更なる促進に関する若干意見』は、農業インフラ整備の一層の強化を

打ち出すとともに、「三農」への投入を引き続き拡大し、農民・農業政策を強化する

ことを掲げた。具体的には、食糧栽培農民直接補助と農業生産資材総合補助を拡充す

ることや、優良品種補助と農業機械購入補助の規模と範囲を拡大することなどが盛り

込まれた。 
 

⑥2009 年「中央第 1 号文書」 
国際金融・経済危機による影響が深まりつつある中で、2009 年の「中央第 1 号文

書」である『2009 年の農業の安定的発展、農民の持続的所得増加の促進に関する若

干意見』は、農民・農業支援政策を更に強化するとともに、引き続き農業補助金の増

加や食糧最低買付価格の引上げなどを通じて農業の発展を促進し、農民の所得を増加

させることを謳った。 
2009 年 11 月に国務院は、『全国 1,000 億斤 3

                         
3 （注）「斤」は中国の重量単位で、1 斤＝500 グラム。 

食糧増産生産能力計画（2009～20 年）』

を発表し、2009～20 年の食糧増産の目標を定めた。2010 年の時点で全国の食糧生産

能力を 5 億トン以上に増加させることで、この目標は基本的に実現された。また、2015
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年の目標として全国の食糧生産能力を 5.3 億トン以上、2020 年の時点で全国食糧生産

能力を 5.5 億トンに達成すること、なども盛り込まれた。 
 

⑦2010 年「中央第 1 号文書」 
2010 年の「中央第 1 号文書」である『都市・農村の総合的発展の推進、農業・農

村発展基盤の更なる強化に関する若干意見』は、都市・農村の総合的発展を課題にし

て、資源の農村への傾斜配分を推進するとともに、引き続き農民・農業支援政策の体

系を整え、農業補助金制度を充実させることを方針とした。 
 

⑧『国民経済と社会発展第 12 次五カ年計画』 
『国民経済と社会発展第 12 次五カ年計画』（以下「第 12 次五カ年計画」と略称）

では、2011～15 年における農業を含む中国社会経済発展の全体的戦略と計画を策定

することになるが、2010 年末時点で作成中である。2010 年 10 月に中共中央が『制

定国民経済と社会発展第 12 次五カ年計画に関する提案』で、第 12 次五カ年計画期間

は、（ア）引き続き「三農」問題を最重要政策課題とすること、（イ）国家食糧安全保

障を主要な目標とし、近代化により農業構造の調整を加速すること、（ウ）主要食糧

生産地域への資源投入と利益補償を拡大すること、（エ）引き続き農業補助などの政

策的支援を実施するとともに、農産品市場システムと価格形成メカニズムを整備する

ことによって、農民の収入を増加させること、などを今後の農業発展の柱としている。

第 12 次五カ年計画は 2011 年 5 月に正式発表される予定である。 
 

実際には、図表 1-1-3 に示したように、1978 年に国務院や財政部などの政府部門が既に

貧困扶助を実施し始めた。1992 年には、農村最低生活保障制度を試験導入し始めた。1999
年には、干ばつや洪水などの災害補償を全国で導入した。ただし、予算規模は小さかった。

農民の所得増加促進政策は、2000 年に一部の省･自治区で試験的に開始され、2004 年の中

央第 1 号文書の公布により、全国的に実施されるようになった。更に、その後の 6 回にわ

たる中央第 1 号文書の公布によって政策・制度の改善が重ねられ、これまでに比較的整っ

た農民所得増加促進の政策体系が整備された。また、各種具体的措置も充実しつつある。 
所得補償政策においては、農村税金・費用改革が 2000 年に一部地域でスタートし、2006

年より全国規模で農業税と費用が完全に廃止された。この改革事業は、国務院、国家発展

改革委員会（以下「国家発改委」と略称）、財政部、農業部、国家税務総局などが担当して

いる。 
食糧栽培農民直接補助、優良品種補助、農業機械購入補助、農業生産資材総合補助につ

いても、一部地域から全国規模に拡大された。前者の 3 つの農業補償政策は主として農業

部と財政部が、農業生産資材総合補助は主に農業部、財政部、国家発改委が担当している。 
農業保険費補助は 2007 年に試験的に導入され、現在、試験導入している省･自治区が拡
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大しつつある。同農業補助金は主として財政部が担当している。 
最低買付価格政策と国家臨時備蓄政策は、それぞれ 2004 年と 2008 年に一部の主要食糧

生産省･自治区で導入された。以後、対象品種と対象省･自治区の範囲は拡大している。最

低買付価格政策は国家発改委、財政部、農業部、国家食糧局、農業発展銀行、中国備蓄糧

管理総会社（以下「中備糧会社」と略称）の 6 つの政府部門・機関が担当、国家臨時備蓄

政策は農業部を除いた他の 5 つの政府部門・機関が担当している。 
 

図表 1-1-3 中国農業生産者の所得補償政策と価格支持政策の変遷

 
（資料）中国政府 HP、財政部 HP、新華ネットなどの内容を基に整理作成。 

 
 

2． 農業生産者の所得補償政策 

中国の農業生産者の所得補償政策は主として、農村税金・費用改革と 5 つの農業補助政

策から成る。 
 

（1） 農村税金・費用改革 
1） 政策のスキーム 

1949 年に新中国が成立された後、共産党政府は、過去 2000 年以上にわたって農民に税

金を課してきたやり方を受け継ぎ、地方政府によって農民から農業税、農業特産税、屠殺
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税などを徴収してきた。農村税金・費用改革を実施する前の 1999 年の時点で、これらの

税金は総額で 1,250 億元に上った。これは、農民 1 人当たり平均して 140 元であり 4、同

年の農民 1 人当たりの可処分所得 2,210 元の 6.3％5

上記税金のほか、地方政府は更に農民から村提留

に相当し、総じて負担の水準はそれ程

高くなかった。 
6、農村計画案配費 7、農村教育費とい

ったさまざまな行政費用も徴収していた。国務院発展研究センターの推計によると、これ

らの費用の総額は 1999 年に 939 億元に達し、農民 1 人当たり 108 元、同年の農民 1 人当

たりの可処分所得の約 4.9％に当たる 8

しかし、これらの合法的費用の他に、農民に対してさまざまな名目で課金、集金、罰金、

割当などが課せられた。例えば、村内公共施設の修繕、新聞購読、政府が実施するイベン

トや活動などに必要な多額の資金負担などを農民に割り当てた。また、農民の所得を過大

に評価し、本来課せられる金額を上回る村提留や農村計画案配費などを徴収する地方政府

もあった。 

。この負担水準もそれ程高くないと言える。 

そうした税金以外の費用は正確に把握されていないが、個々の事例から、その金額がか

なり大きかったものと推測される。1999 年に山西省、甘粛省、河南省、安徽省などの経済

発展が比較的遅れていた地域では、農民の各種費用負担は可処分所得の 50％以上も占めて

いた 9

農民の負担を軽減するために、1980 年代末以降、国務院は農民を対象とするさまざまな

費用を見直したが、農民の費用負担はほとんど減らなかった。1990 年代半ばに、一部の省･

自治区政府が農村税金・費用改革を試験的に導入したが、徴収方法の改革に限定していた。 

。すなわち、農民に押し付けられたさまざまな費用負担は、正式な農業関連税より

もはるかに大きかったと言える。 

以上のような試みの後、2000 年 3 月、国務院は、『農村税金・費用改革試験事業の展開

に関する通知』を公布し、中央政府主導の農村税金・費用改革試験の施策を開始した。改

革の内容は、①農業税と農業特産税の調整を通じた税率の引き下げ、②屠殺税の廃止、③

農村計画案配費や農村教育集金などの費用の廃止、④村提留の徴収方法の改革などであっ

た。2003 年 3 月に国務院が「農村税金・費用改革試験事業の全面的推進に関する意見」

を発表し、改革は全国規模に拡大された。 
2004 年以降、農村税金・費用改革の内容が変化している。2004 年の中央第 1 号文書に

                         
4 『中国農業年鑑』（2007 年版）中国農業出版社、2007 年 12 月。 
5 『中国農業年鑑』（2007 年版、中国農業出版社）、『中国統計年鑑』（2010 年版、中国統計出版社）によ

り推計。 
6 村提留とは、村民委員会が毎年村の農民から集金しておくことを指し、主として農地水利インフラ整備、

村幹部への謝礼金、事務費、特別貧困家庭への補助などに使われた。 
7 農村計画案配費とは、郷・鎮政府が毎年農民から取る費用で、主に農村の学校、計画出産、民兵訓練、

農村道路工事などに使われた。 
8 「中国当代農民負担の課題に関する研究（1949～2006）」（『中国経済史研究』2007 年第 3 期）、『中国農

業年鑑』（2007 年版、中国農業出版社）、『中国統計年鑑』（2010 年版、中国統計出版社）により推計。 
9 「中国当代農民負担の課題に関する研究（1949～2006）」（『中国経済史研究』2007 年第 3 期）により推

計。 
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基づき、2004 年 4 月に財政部、農業部、国家税務総局が共同で『2004 年農業税率の引下

げ、及び一部の食糧生産区における農業税免除改革試験の関連問題に関する通知』を公布

し、まず吉林省、黒龍江省で農業税免除の改革試験を開始した。その後、農業税免除の試

験的な導入地域は拡大した。2006 年の中央第 1 号文書『「農業税条例」の廃止に関する決

定』（全人代、2005 年 12 月）により、2006 年 1 月に『農業税条例』（1958 年）が廃止と

なり、農業税と関連行政費用が全面的に廃止された。 
 

2） 財政関連改革 
農村税金・費用が改革される前は、農業税と関連行政費用が地方財政の主な収入であり、

郷・鎮政府、特に財政収入の少ない中西部地域では、義務教育、郷・鎮政府傘下機関の経

常支出、農村道路工事、衛生医療などを賄っていた。 
2000 年の改革開始後、郷・鎮政府の農業税と関連行政費用の収入が減少し、2006 年に

至るとすべての税・費用が撤廃されたため、郷・鎮の歳入は大幅に減少し、財政が逼迫す

るようになった。そのため、もともと郷・鎮財政が負担していた支出の大部分が県財政に

移転し、更に、県財政は郷・鎮財政への補助金を増やした。それと同時に、郷・鎮政府は

人員削減や支出構造の調整などを通じて支出の抑制に努めた。 
改革後、県財政が従来の郷・鎮財政に賄われた支出の大部分を負担するようになったた

め、多くの県財政は厳しい状況になっている。改革前の時点で歳入が少なかった県財政は

一段と困難になり、特に中西部地域の厳しさは顕著であった。そのため、市、省などの上

部機関の財政が交付税を通じて、財政困難の県に補助金を与えている。補助金は、主とし

て義務教育、郷・鎮政府の経常支出・衛生医療などに使われる。中央財政は主として主要

食糧生産省･自治区と中西部の省･自治区に補助金を与えるが、経済発展が進んでいる非食

糧生産省･自治区では、各自が負担することになっている。省財政、市財政も各省・市の状

況に応じて下級行政組織の財政に補助金を与えている。 
財政補助金は、通常、中央 → 省 → 市 → 県の財政部門の順に段階ごとに交付され、

最後に県財政部門（県財政局）と関連行政部門が直接郷・鎮の関連部門・機関に用途指定

で交付する。例えば、教育補助金は県財政局と県教育局によって直接郷・鎮の学校に支給

される。 
2006 年の農業税と関連行政費用の撤廃により、地方財政収入は 1,000 億元減少した。こ

れを補足するために、2006 年に各レベルの財政は合計 1,032 億元の補助金を拠出し、この

うち 782 億元を中央財政が負担した 10。その後、中央財政の補助金は毎年増え、義務教育

の補助金だけでも 2006 年の 150 億元 11から 2009 年には 666 億元に増加した 12

                         
10 「2006 年中央・地方の予算執行状況及び 2007 年中央・地方の予算草案に関する報告書」中国政府ネッ

ト、2007 年 3 月 18 日。 

。 

11 「2006 年中央・地方の予算執行状況と 2007 年中央・地方の予算草案に関する報告書」中国政府ネット、

2007 年 3 月 18 日。 
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3） 運用実態 

2006 年以降、農業税と関連行政費用の徴収が禁じられたが、財政収入悪化を食い止める

ために、一部の地域では依然として何らかの名目の下に農民から費用を徴収していた。例

えば、義務教育段階の学校の各種費用や、農村道路工事の費用を農民から集めたり、強制

的に農民に新聞を購読させたりするなど、恣意的に課金する例が見られた。例えば、2007
年に、湖南省の湘潭県、新化県、祁東県の県行政機関は、独自に小・中学生から非合理な

費用（1 人当たり、危険校舎改築資金 200 元、教育事業費 40～50 元、授業料・雑費 150
～186 元）を集めた。これに対し、2008 年に湖南省監察庁、物価局、財政庁、教育庁の 4
機関が共同で上記 3 県の行為を通告・批判した 13

また、農業税の廃止後、財政が困難になっている一部の県は、上級機関の財政補助金に

対する依存度が高まっている。特に、中西部地域でその傾向が強い。しかし、県が予定し

ていた上級機関からの財政補助金を受け取れない問題も起こっており、郷・鎮関連部門が

日常業務を正常に行うことができなかったり、インフラ整備のための資金を借金に頼ると

ころも出てきた。例えば、2009 年の農工民主党安徽省委員会の調査によれば、安徽省のあ

る地域で、上級機関から県へ交付されることになっていた医療衛生関連補助金が滞ったた

め、多くの農村医療関係者が給与・手当を支給されなかった事例が報告されている

。このような不正行為に対して、2006
年以降、国務院、農業部、財政部、国家発改委などの関連部門が共同して『農民負担の軽

減事業に関する意見』を公布し、農民からのさまざまな費用の徴収を監視・抑制している。 

14

 
。 

（2） 5 つの農業補助 
農業補助は、①食糧栽培農民直接補助、②優良品種補助、③農業機械購入補助、④農業

生産資材総合補助、⑤農業保険費補助の 5 つから成る。いずれも中央財政と地方財政によ

って分担されている。このなかで農業補助の中心となっているのは①～④である。 
図表 1-2-1 に示したように、2004 年以降、中央政府からの農業補助が段階的に導入され

ている。個別補助の推移を見ると、④農業生産資材総合補助への支出が最も大きく、2008
年以降、農業補助全体の 50％以上を占めている 15

 
。 

                                                                        
12 「2009 年中央・地方の予算執行状況と 2007 年中央・地方の予算草案に関する報告書」新華ネット、2010
年 3 月 16 日。 
13 「省監察庁など四部門が共同で教育の非合理的集金を通告。湘譚、新化など 6 県・市が通告・批判され

る」湖南省常徳市物価局ネット、2008 年 10 月 17 日。 
14 「農村医者に財政補助金をタイムリーに全額で支給すべき」農工民主党安徽省委員会ネット、2010 年

11 月 16 日に取得。 
15財政部の『中央・地方の予算執行状況と中央・地方予算草案に関する報告書』（各年版）、『中国農業年

鑑』（各年版）などの内容を基に整理作成。 
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図表 1-2-1 中央財政の 5つの農業補助への拠出規模 
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③農業機械購入補助 ④農業生産資材総合補助

⑤農業保険費補助

 
（資料）財政部『中央・地方予算執行状況及び中央・地方予算草案に関する報告書』（各年版）、『中

国農業年鑑』（各年版）、人民ネットなどの内容を基に整理作成。 

（注）食糧栽培農民直接補助の資金規模は中央財政と地方財政の合計である。 

 
これら 5 つの農業補助のそれぞれにつき、政策スキーム、支給プロセス、及び運用実態

の概要を以下に取りまとめた。 
 

1） 食糧栽培農民直接補助 
【政策のスキーム】 

1994 年に中央財政と地方財政がそれぞれ 40％、60％を分担し共同で食糧リスク基金を

設立し、中央財政と地方財政がそれぞれ自分の口座で管理してきた。同基金は主に食糧・

食用油備蓄のための貸出利息と費用の補助、及び食糧流通部門などの中間部門・流通部門

への間接補助などに使われた。1999 年以降、中央財政と地方財政の資金が各省･自治区の

食糧リスク基金に統合され、各省･自治区政府が管理することになった。 
2002 年以降、安徽省、吉林省、湖南省、湖北省、遼寧省などの主要食糧生産省･自治区

では、食糧栽培農民直接補助（食糧直接補助とも呼ばれる）の試験事業を開始し、それま

での食糧流通部門などの中間部門・流通部門への間接補助が食糧栽培農民への直接補助に

移行した。中央財政と地方財政からの補助金は、それまでと同じく各省･自治区の食糧リス

ク基金に拠出されるが、農民に支給されるようになった。これにより、食糧生産者への直

接補助が始まった。 
2004 年 3 月、財政部は『食糧栽培農民直接補助の実施及び食糧リスク基金の使用範囲

の調整に関する実施意見』を公布し、食糧栽培農民直接補助を全国規模に広げ、各省･自治

区の食糧リスク基金から食糧栽培農民直接補助に優先的に拠出することにした。また、13
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の主要食糧生産省･自治区 16

2005 年 2 月、財政部、国家発改委、農業部、国家食糧局、農業発展銀行は共同で『食

糧栽培農民直接補助政策の更なる充実に関する意見』を公布し、各省･自治区の毎年の食糧

栽培農民直接補助金の規模が前年を下回ってはならず、新規追加の補助金は主として食糧

生産の主要県、主要農家に使うことを要請した。 

は、全省規模で直接補助を実施するにあたり、食糧リスク基

金から拠出する補助金が毎年 100 億元を割り込まないように、2006 年以降、①主要食糧

生産省･自治区の補助金が各省･自治区食糧リスク基金に占める割合を 2004 年の 40％から

50％以上に高めること、②非主要食糧生産省･自治区は主に主要食糧生産県に対して補助

金を与えることなどを要請した。 

その後、各省･自治区政府はそれぞれ食糧栽培農民直接補助実施方法を策定し、具体的な

補助面積の計算方法、補助対象の地域、補助の支給方法、補助基準などを確定した。大部

分の省･自治区では、農家 1 世帯当たりの実際の作付面積によって補助金を計算している。

更に、一部の市政府、県政府が補助金を上乗せする例もある。 
補助の対象地域に関しては、主要食糧生産省･自治区では省･自治区全体のすべての農民

が食糧栽培農民直接補助の対象となる。非主要食糧生産省･自治区については、例えば、浙

江省、広東省などでは主に食糧生産主要農家を対象としている。食糧生産主要農家の基準

及び補助基準を図表 1-2-2 に取りまとめた。多くの省･自治区では、まず一部の県で試験的

に実施して、それから徐々に実施範囲を拡大していく方法を採っている。現在、上海市、

山西省などの省･自治区では、域内で全面的に実施している。 
省･自治区によって食糧栽培農民直接補助の基準は少し異なるが、基本的には、各省･自

治区政府が地域の食糧市場価格などを参考にして決めている。図表 1-2-2 は、データが入

手できた 19 の省･自治区の補助基準を示している。中西部の省･自治区と比べて、東部の

省･自治区の補助基準は全般的に高い。 
2004 年以降、全面的に補助を実施している省･自治区としては、主要食糧生産省･自治区

の山東省や湖南省、あるいは非主要食糧生産省･自治区の上海市や青海省など、大部分の省･

自治区で補助基準が引き上げられた。補助基準の引上げ幅は、省・自治区が主要食糧生産

地域であるかないかによって異なっている。上海市の場合、食糧生産主要農家への補助金

の引上げ幅は非食糧生産主要農家より大きい。江蘇省などの主要食糧生産省･自治区では、

引上げ幅が小さいか、あるいは横ばいである。 
一方、浙江省や広東省などの非主要食糧生産省･自治区では、食糧生産主要農家のみが補

助を受けているが、食糧生産主要農家の区分基準が若干引き下げられた結果、補助を受け

る農家の数が増え、補助基準も引き上げられた。 

                         
16 13 の主要食糧生産省・自治区とは、河北省、遼寧省、江蘇省、山東省、黑龍江省、吉林省、安徽省、

江西省、河南省、湖北省、湖南省、内モンゴル自治区、四川省である。 
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【支給プロセス】 
食糧栽培農民に対する直接補助の支給プロセスは図表 1-2-3 の通りである。農業部と財

政部が主管部門で、各レベルの地方政府の農業部門と財政部門を指導する立場にある。農

業部（中央）と地方農業部門が実際の作付面積を審査し、またそれぞれが、財政部（中央）

と地方財政部門と協議の上、補助金配分案を確定する。次に、各レベル財政部門は、配分

案に従って下級財政部門に補助金を適時に交付し、同時に補助金の配分・使用に対して指

導・監督する。 
省レベル、市レベル、県レベルの財政部門は、それぞれのレベルの農業発展銀行に「食

糧リスク基金」という特別名義で「食糧栽培農民直接補助」口座を設置し、管理を行って

いる。県以下の郷・鎮には、農業発展銀行の出先機関がほとんどないため、通常、郷・鎮

の財政部門（財政所）が農村信用社か農業銀行に特別口座を開設している。 
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図表 1-2-2 19省･自治区における食糧栽培農民への直接補助の基準 

（元/ムー） 

 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 

東

部 

北京市 
小麦 

＜10 ムー：50 

≧10 ムー：60 
50 70 

トウモロコシ ＜10 ムー：30、≧10 ムー：40 20 32 

上海市 コメ 

≦5 ムー：60、 

5～15 ムー：70、 

＞15 ムー：80 

＜15 ムー：70、 

15～30 ムー：80、 

≧30 ムー：150 

80 

天津市 30 （不明） 

遼寧省 

トウモロコシ、

コメ、 

小麦、コーリ

ャン、雑穀 

（不明） ≧6.7 

江蘇省 コメ 20 

浙江省 

コメ 
≧20 ムー：10 

≧20 ムー：20 

なたね 0 ≧5 ムー：20 

小麦 0 ≧20 ムー：20 

山東省 小麦 13～14 14～15 

広東省 

コメ 
≧30 ムー：

20 
≧20 ムー：20 ≧15 ムー：25 

トウモロコ

シ、サツマ

イモ 

0 0 0 ≧15 ムー：25 

中

部 

山西省 

小麦 10 

トウモロコシ 5 

コメ 0 5 

黒龍江省 13.6 （不明） 

安徽省 コメ、小麦 （不明） ≧10 （不明） 

江西省 コメ 10 11.8 

湖北省 （不明） 6～11 （不明） 

湖南省 11 13 13.5 

西

部 

重慶市 
コメ 

10 
8～15 

（不明） 
トウモロコシ 5～8 

雲南省 
コメ 15 （不明） 

トウモロコシ 10 （不明） 

陝西省 

小麦、トウ

モロコシ、

コメ 

8 ≧8 

青海省 4 （不明） 6.4 10.7 

寧夏回族自治区 （不明） 12 15 

（資料）各省･自治区の関連政府部門 HP、新華ネットなどの法令、新聞記事を基に整理作成。 

（注 1）網掛け部分は主要食糧生産省を示す。 

（注 2）1ムーは 666.7平方メートル。 

 



 
 

15 

中央財政の補助金は、財政部から、各省の財政部門（財政庁・財政局）が農業発展銀行

の省レベル支店に開設した「食糧栽培農民直接補助」特別口座に振り込まれる。市レベル、

県レベルでも同様に振り込まれ、最終的に補助金は郷・鎮財政部門が金融機関に開設した

「食糧栽培農民直接補助」特別口座に振り込まれる。 
郷・鎮財政部門は、補助金支給を担当し、農家に補助金通知書を発行する。支給方式は、

①直接農民へ現金を支給、②補助金の口座への振り込み、の 2 つの方法がある。①を採る

地域では、農民が補助金通知書を郷・鎮財政部門へ提出して現金を受け取る。支給方式②

を採る地域では、郷・鎮財政部門は、補助金を農民の農村信用社や農業銀行などの口座に

振り込む。 
 

図表 1-2-3 食糧栽培農民直接補助の支給プロセス 

 
（資料）『食糧栽培農民直接補助を実施し、食糧リスク基金使用範囲を調整することに関する実施意

見』（財政部 HP）、『食糧栽培農民直接補助政策の更なる充実に関する意見』（中国政府 HP、

2005年 12月 30日）などの内容を基に整理作成。 

 
【運用実態】 

中央財政と地方財政が食糧栽培農民への直接補助へ投じた資金の規模は、2004 年以降増

えているが、他の農業補助と比較すれば増加幅は小さい。2009 年の食糧栽培農民への直接

補助金は 190 億元で、前年比 25.8％増であった（図表 1-2-1）。 
食糧栽培農民への直接補助は、その運用に際して、以下のような問題が生じている。 

農業部 

 
農民 

指
導 

指
導 

中央 

地方 省レベル農業部門 

支
給 

市レベル農業部門 

県レベル農業部門 

郷・鎮農業部門 

監
督 

指
導 

拠
出 

指
導 

監
督 

指
導 

監
督 

指
導 

指
導 

財政部 

省レベル財政部門 

市レベル財政部門 

県レベル財政部門 

郷・鎮財政部門 

指
導 

監
督 

拠
出 

農業発展銀行 
省レベル支店 

農業発展銀行 
市レベル支店 

農業発展銀行 
県レベル支店 

 

郷・鎮金融機関 

（農村信用社、 

農業銀行） 

拠
出 

拠
出 

配分案 

 

 

配分案 

 

配分案 

 

配分案 

 

現金or 

口座情報 

配分案 

 

配分案 

 

配分案 

 

 

配分案 

 

 

配分案 
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第 1 は、非主要食糧生産省･自治区と比べて、主要食糧生産省･自治区の負担する補助金

が多いことである。例えば、2009 年の非主要食糧生産省･自治区である上海市と山西省の

食糧栽培農民への直接補助金は、それぞれ約 1.3 億元 17、約 2.8 億元 18

 

であった。一方、

河北省、山東省、江西省などの主要食糧生産省･自治区の補助金は 5 億元以上に上り、河

南省は 14 億元を上回っている（図表 1-2-4）。地方財政が 60％前後を負担するとすれば、

主要食糧生産省･自治区が負担する補助金は非主要食糧生産省･自治区よりかなり多い。ま

た、食糧栽培農民への直接補助を実施するに当たって、地方政府は、広報活動や補助面積

の測定などのために大量の人的、物的、財的資源を投じなければならない。業務遂行のた

めの経費は地方財政で賄われ、通常、食糧リスク基金が負担することはない。このようこ

とから、財政的に余裕のない主要食糧生産区では「食糧を多く生産すればする程、財政負

担が大きくなる」、「貢献が大きければ、義務も多い」という悪循環に陥っている。その結

果、主要食糧生産地域の地元政府は食糧栽培農民直接補助政策を実施する意欲を低下させ

ている。 

図表 1-2-4 主要食糧生産省･自治区における食糧栽培農民直接補助金の規模 

 
2004 年 

（億元） 

2005 年 

（億元） 

2006 年 

（億元） 

2007 年 

（億元） 

2008 年 

（億元） 

2009 年 

（億元） 

河北省 6.0 6.5 7.5 7.6 7.7 7.8 

遼寧省 5.1 6.4 （不明） 6.9 7.0 （不明） 

江蘇省 6.1 （不明） 6.9 

山東省 7.4 8.5 （不明） 9.5 

江西省 4.8 （不明） 6.0 （不明） 6.0 

河南省 （不明） 14.5 （不明） 

湖北省 5.7 （不明） 7.1 （不明） 

湖南省 4.3 （不明） 5.4 （不明） 5.6 

内モンゴル自治区 5.2 （不明） 5.7 5.7 （不明） 

四川省 5.2 6.5 （不明） 6.5 6.5 （不明） 

（資料）各省･自治区の政府部門 HP、新華社ネットなどの新聞記事を基に整理作成。 

（注）表では 10 の主要食糧生産省･自治区を取り上げた。残りの黒龍江省、吉林省、安徽省の 3

つの主要食糧生産省･自治区はデータがない。 

 
第 2 は、食糧栽培農民直接補助の対象が必ずしも道理にかなっていないことである。多

くの地域で、補助金は土地を請け負った農家に支給されている。すなわち、その農家が食

糧を栽培しようが、食糧の質が良かろうが、生産量が高かろうがを問わず、請け負った土

地があれば、補助金をもらうことができる。補助金をもらい、土地を他人に再請負を委託

して、出稼ぎに行っている農民も多い。一方、再請負した農民は、優遇策の対象とならな

                         
17 「2009 年市レベル財政の水稲栽培補助金の事前拠出に関する通知」上海市財政局 HP、2009 年 5 月 14
日。 
18 「山西省による食糧直接補助と農業資材総合補助金の総額が 20.15 億元へ」人民ネット、2010 年 3 月

17 日。 
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いため、実際に食糧を栽培しているにもかかわらず、補助金を受け取ることができない。 
第 3 は、大部分の農業補助が、地方政府の比較的大きな自由裁量の下に支出されている

ことである。財政資金が公布、支給される過程において、滞留、流用、差し止め、横領な

どが頻発し、農民が実際に受け取る補助金が少なくなってしまうことである。例えば、山

東省慶雲県で、ある村の幹部が村の農民の 2007～08 年 2 年間の食糧栽培農民直接補助金

を不正に受け取ったため、農民は、本来小麦耕作 5 ムー分の補助金をもらえるはずのとこ

ろ 3 ムーしかもらえなかったり、一銭ももらえなかったりした 19

 
。 

2） 優良品種補助 
【政策のスキーム】 

農民の農産物良種使用を奨励し、農産物の品質と生産量を高めるために、2002 年 4 月

に財政部と農業部は、『大豆良種普及資金管理に関する若干規定（試行）』を公布し、東北

三省（黒龍江省、吉林省、遼寧省）及び内モンゴル自治区で大豆の優良品種補助の試験事

業を開始し、優良大豆品種を使う農民に対して補助金の支出を始めた。2003 年には、『優

質専用小麦良種普及項目資金管理規定』（財政部・農業部、2003 年 6 月）によって、河北

省、河南省、山東省、江蘇省、安徽省の 5 つの主要食糧生産省･自治区で優良小麦種を使

う農民に補助金を出し始めた。2004 年には、補助対象品種にコメ、トウモロコシが加えら

れた。同年、財政部と農業部は、コメ以外の優良品種補助に対して『農作物良種普及項目

資金管理暫定方法』（財政部、農業部、2004 年 3 月）、コメ優良品種補助に対して『コメ

良種普及補助金管理暫定方法』（財政部、農業部、2004 年 4 月）を公布し、農産物の優良

品種補助金を管理することにした。 
その後、財政部と農業部は、毎年、その年の優良品種補助の対象品種、補助方式、対象

省･自治区、補助基準などを確定し、『中央財政農作物良種補助項目の実施に関する指導意

見（方案）』を公布している。2007 年には、綿花、なたねなどの補助品種も加えられた。

省･自治区の補助対象範囲も拡大し、2009 年以降、小麦、コメ、トウモロコシ、綿花の良

種補助は全国の 31 省･自治区で実施されている。2010 年 1 月より、『中央財政農作物良種

補助金管理方法』（財政部・農業部、2010 年 1 月）が実施され、すべての農産物優良品種

補助が統一管理されるようになった。農民は、地方政府などの干渉を受けず、自主的に良

種を選定することができる。同年、ハダカムギ、落花生に対する良種補助も試験導入が開

始された。 
補助基準と金額は、図表 1-2-5 に示されているように、2002 年以降、各品種についての

中央財政の良種補助基準はあまり変化していない。省･自治区の補助対象範囲の拡大に伴い、

各品種の補助金額は増加している。中央財政からの補助金総額も毎年増加しているが、な

かでも、早期に実施し全国をカバーしている小麦、コメ、トウモロコシへの補助金額が相

                         
19 「大胆な村幹部が食糧栽培農民の補助金を差し止め、100 人以上の農民が 2 年間の補助金をもらえず」

新華ネット、2008 年 10 月 27 日。 
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対的に大きい。 
 

図表 1-2-5 中央財政による農作物良種補助の基準と金額 

  2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 

大豆 

補助基準 

（元/ムー） 
10 

補助金額 

（億元） 
1 2 1 1 1 1 4 （不明） （不明） 

小麦 

補助基準 

（元/ムー） 
- 10 

補助金額 

（億元） 
- 1 1 10 10 10 20 （不明） （不明） 

コメ 

補助基準 

（元/ムー） 
- 7～15 10～15 

補助金額 

（億元） 
- 25.5 26.7 27.5 37.6 （不明） （不明） （不明） 

トウモロ

コシ 

補助基準 

（元/ムー） 
- 10 

補助金額 

（億元） 
- 1 1 3 3 20 （不明） （不明） 

綿花 

補助基準 

（元/ムー） 
- 15 

補助金額 

（億元） 
- 5 （不明） （不明） （不明） 

なたね 

 

補助基準 

（元/ムー） 
- 10 

補助金額 

（億元） 
- 10 （不明） （不明） （不明） 

ハダカ 

ムギ 

補助基準 

（元/ムー） 
- 10 

補助金額 

（億元） 
- （不明） 

落花生 

補助基準 

（元/ムー） 
- 

生産用：10。 

良種繁育用：50 

補助金額 

（億元） 
- 4 

補助金総額 

（億元） 
1 3 28.5 38.7 41.5 66.6 120.7 198.5 204 

（資料）『中央・地方予算執行状況及び中央・地方予算草案に関する報告書』（各年版）、『中国農業年鑑』（各年版）、「農作

物良種補助」（財政部、2008年 7月 30日）、『中央財政農作物良種補助項目の実施に関する指導意見』（2009、2010

年）などを基に整理作成。 

（注 1）「－」は当該品種の良種補助がまだ実施されていないことを示す。 

（注 2）1ムーは 666.7平方メートル。 
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中央政府の政策のもとで、各省･自治区は優良品種補助に関する実施方法を策定し、各地

域の実状に応じて、補助対象品種、補助方式、補助プロセスなどを決定してきた。大部分

の省･自治区は中央財政の補助基準に従って優良品種に補助金を与えており、補助金はすべ

て中央財政から支出されている。一方、上海市などの地域では、独自に補助基準を引き上

げており、上乗せ部分は地方財政によって賄われている（図表 1-2-6）。 
 

図表 1-2-6 上海市の優良品種補助基準 

 
2007 年 

（元/ムー） 

2008 年 

（元/ムー） 

2009 年 

（元/ムー） 

小麦 - 20 

コメ 10～20 16～25 

トウモロコシ 10 10 

綿花 15 15 

（資料）「2007 年コメ良種補助事業の取組に関する通知」（上海市農業委員会 HP、2007 年 1

月 22日）、「「上海市のコメ・小麦良種補助政策の充実に関する実施意見」の印刷・配

布に関する通知」（上海市農業委員会 HP、2008 年 5月 26日）、「「上海市 2009年農作

物良種補助項目実施方案」に関する報告書」（上海市農業委員会 HP、2009 年 5 月 12

日）により整理作成。 

（注 1）小麦とコメへの補助は中央財政の補助基準を上回っている。 

（注 2）1ムーは 666.7平方メートル。 

 

 
【支給プロセス】 
優良品種補助のプロセスを図表 1-2-7 に示した。食糧栽培農民への直接補助同様に、農

業部と財政部が優良品種補助の主管部門であり、各レベル地方政府の農業部門と財政部門

を指導している。農業部と地方農業部門は、補助品種リストの公布、実際の栽培面積の査

定、財政部・地方財政部門との共同による補助金配分案の確定など、補助金支給に関する

実施管理の業務を行う。これに対して、財政部と地方財政部門は、配分案に従って下級レ

ベルの財政部門に補助金を交付するとともに、資金配分に対して指導・監督する。 
優良品種補助は、①現金直接補助、②種子価格の差額補助の 2 つの方式で農民に支給さ

れる。①現金直接補助は、優良品種補助金が現金または口座振込の形で農民に支給される。

②種子価格の差額補助は、省レベル財政部門が優良品種補助金を、省レベルの農業部門・

財政部門が入札により選定した種子販売会社（種子供給会社）に支給し、種子販売会社は

市場価格の単価から単位補助金額 20

                         
20 単位当たり補助金額（元/斤）＝補助基準（元/ムー）／1 ムー当たり栽培用の良種量（斤/ムー）。 

を差し引いた上で、良種を農民に販売する。コメ、ト

ウモロコシ、なたねへの優良品種補助は方式①を採り、大豆、小麦、綿花、ハダカムギへ

の優良品種補助は方式①または②のいずれかを採る。具体的には各省･自治区が独自に決め

る。 
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①の補助方式では、通常、農民が村民委員会に申請し、村民委員会の審査を経て、郷・

鎮政府部門が補助金を農民に支給する。②の補助方式では、種子販売会社が販売を記録し

農民に確認の署名をしてもらい、各レベルの農業部門による審査を経て、最終的に省レベ

ル財政部門が補助金を種子販売会社に支給する。 
 

図表 1-2-7 優良品種補助の支給プロセス

 
（資料）『中央財政農作物良種補助金管理方法』（財政部 HP、2010年 1月 6日）、『2010

年中央財政農作物良種補助項目実施指導意見の印刷・配布に関する通知』

（農業部 HP、2010年 6月 6日）などの内容を基に整理作成。 

 
【運用実態】 

優良品種補助金は主に中央財政から支出され、中央財政が補助に投じた資金は毎年増え

ている（図表 1-2-1）。2009 年の中央財政からの補助金は前年比 64.5％増の 198.5 億元で

あった。 
地方財政が上乗せで優良品種補助を与えている省･自治区では、地方財政の補助基準が中

央財政の補助基準を上回っている。上海市青浦区を例に取れば、2009 年の小麦優良品種補

助に関する中央財政補助基準と上海市財政の補助基準はそれぞれ 10 元／ムー（666.7 平方

メートル）（図表 1-2-5、図表 1-2-6）であるが、青浦区政府は 15 元／ムーの補助金を上乗

せしている。2009 年の上海市青浦区の小麦優良品種補助金は総額で 198.3 万元に上る。内

訳を見ると、中央、上海市、青浦区による財政補助金額がそれぞれ 56.7 万元、56.7 万元、
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85.0 万元 21

一方、優良品種補助の実施において、以下のような問題が生じている。 
であり、青浦区政府の補助額が最も大きい。 

まず、優良品種補助の財政補助金にも滞留、流用、差し止め、横領などが起こっている。 
次に、農民による自主的な良種選定が抑制されている例が発生している。例えば、河北

省の一部県政府は、食糧安全保障上の理由から農民に生産高の多い種子の栽培を強いたり、

節水のために水稲の栽培を禁止したことがある 22

更に、種子の価格差額補助を種子販売会社に支給する方式では、以下の 3 つの問題から、

農民が補助金の全額を得られないこともある。 

。 

第 1 は、補助金を受け取るためのプロセスと手続きが複雑かつ煩雑で、種子販売会社は

地方政府に業務費やサービス費などのさまざまな費用を納めなければならないことである。

種子販売会社は、販売の際にこれら費用の一部を農民に転嫁しがちで、その結果、補助金

がかなり減額されてしまう。例えば、2008 年に河北省龍泉固村では、トウモロコシの優良

品種補助が 10 元／ムーの基準であり、種子販売企業は市場価格より 2 元／斤低い価格で

農民に販売しなければならないところ、1 元／斤しか価格を下げなかった 23

第 2 は、一部の種子販売会社は優良品種補助を受け取っても、良種をすべて農民に販売

するとは限らないことである。例えば、2007～08 年に河南省農業庁は入札で 50 種類の綿

花補助品目を確定し、種子販売会社に合計 9,000 万元弱の補助金を支給したが、種子販売

会社は他者に販売したため、いずれの品目についても約 50～80％が農民の手に届かなかっ

た

。 

24

第 3 は、非良種を良種として農民に売る種子販売会社があり、農民に多大な損失を与え

ていることである。例えば、2008 年に河南省封丘県のある種子販売会社が販売した小麦種

子は発芽せず、数千ムーの耕地で種まきのやり直しをせざるを得なかった

。 

25

 
。 

3） 農業機械購入補助 
【政策のスキーム】 
農業機械は、農業生産効率を向上させ、農業生産を増やす上で重要な手段である。しか

しながら、農業機械購入のための投資は大きい。特に大・中型農業機械の価格は高く、収

入が少なく購買力の弱い農民にとって、自己資金だけではなかなか購入できない。このよ

うな資金面での困難が農民の農業機械購入を制約する要因となっている。1998 年から

2003 年にかけて、中央財政は毎年 2,000 万元を投じ、13 の省･自治区で大・中型トラクタ

ーの買い替えに補助金を与えていた。しかし、当時の中央財政による補助金は農業機械購

                         
21 「わが区が 2009 年度小麦・大麦の良種補助決算資金を交付」上海市青浦区農業委員会 HP、2010 年 12
月 6 日取得。 
22 ヒアリングによる。 
23 「「経済半時間」：河北省食糧生産主要県で良種補助がいんちき」中央テレビ HP、2009 年 6 月 22 日。 
24 「「経済半時間」：河北省食糧生産主要県で良種補助がいんちき」中央テレビ HP、2009 年 6 月 22 日。 
25 「「経済半時間」：河北省食糧生産主要県で良種補助がいんちき」中央テレビ HP、2009 年 6 月 22 日。 



 
 

22 

入総額のわずか 0.1％にしかすぎず、また、対象地域と補助金規模も大きく限定されてい

た 26

農民の農業機械利用を奨励・支持し農業の生産効率を向上させるために、2004 年 3 月、

農業部と財政部は 16 省の主要食糧生産 66 県で農業機械購入補助の試験的導入を開始し、

指定された農業機械製品を購入した農民と農業生産経営組合

。 

27

2005 年以降、農業部と財政部は、毎年『農業機械購入補助特定項目実施案（指導意見）』

と『農業機械購入補助製品目録』を発表し、中央財政の補助対象地域の範囲、全体的な補

助基準、農業機械の製品名称、農業機械の生産企業、1 台当たりの補助金額などを公告し

ている。『農業機械購入補助特定項目実施案（指導意見）』は、更に、中央財政補助金が食

糧・綿花・食用油の主要生産省･自治区、主要畜産・養殖省･自治区などの地域に、また、

地方財政補助金が食糧・綿花・食用油の主要生産県、主要畜産・養殖県（以下「農牧業県」

と略称）などの地域に傾斜して支出されることを規定している。中央財政は各省･自治区の

耕地面積、主要農産物の作付面積、主要農産物の生産量、重点農産物の機械化の推進、農

業機械購入補助事業の展開状況などに応じて、各省･自治区への補助金額を決めている。同

時に、単独に 11 の省・自治区

に財政補助金を与えた。

2005 年 2 月には、『農業機械購入補助専用資金使用管理暫定方法』（農業部・財政部）が

公布され、農業機械購入補助金の管理方法が正式に法制化された。 

28

図表 1-2-8 に示したように、2005 年以降、農業機械購入補助が全国に普及したことに伴

い、実施された各省･自治区の農牧業県数（農場を含む。以下同様）と補助された農業機械

の種類は増加し、補助基準も引き上げられた。2010 年時点で、農業機械購入補助は全国の

すべての農業・畜産県をカバーし、補助された農業機械の種類は 12 大分類 45 小分類の

180 品目にわたり、基本的に耕作機械、収穫機械、耕地管理機械などすべての農業機械機

器を対象としている。 

の農場、及び内モンゴル自治区の国営農場である海拉爾

農場と大興安嶺農場の補助金額も決定している。一方、各省･自治区は、地域の農業生産に

必要不可欠な農業機械などに対し地方財政資金を使い、中央財政の補助金に上乗せして補

助金を与えている。補助対象は、農民及び農業生産経営組合から、酪農専門合作社、生鮮

乳買付所まで拡大し、農業生産経営組合、主要農業機械使用農家（数台の農業機械を持ち、

他の農家に機械作業を提供する農家）、主要食糧栽培農家、農業部認定の科学技術モデル農

家などへ優先して補助金を与えている。 

 

                         
26 「農業機械購入補助制度の整備・充実に関する研究」『中国農業機械化』、2010 年第 2 期。 
27 農業生産経営組合とは、農村で同種類の農産物の生産者や経営者、サービス提供者、利用者などが自主

的に結成する組合である。そのメンバーを主要対象に、農業生産の資材購入、農産物の販売、加工、輸送、

貯蔵、機械作業などのサービスを提供する。 
28 11 の省・自治区は上海市、江蘇省、海南省、広西チワン族自治区、安徽省、江西省、湖北省、陕西省、

雲南省、甘粛省、寧夏回族自治区を含む。 
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図表 1-2-8 中央財政農業機械購入補助政策の推移 

 補助地域 補助基準 補助農業機械種類 

2004 年 
16省の 66主要食

糧生産県 
・農業機械購入価格の 30％を超えない 4 大分類 

2005 年 
全国の 500 農牧

業県 ・農業機械購入価格の 30％を超えない 

・農業機械 1 台当たり補助額は最高 3 万元 

6 大分類 18 小分類 

2006 年 
全国の 1,080農牧

業県 
6 大分類 19 小分類 

2007 年 
全国の 1,716農牧

業県 

・農業機械購入価格の 30％を超えない 

・農業機械 1 台当たり補助額は最高 5 万元 
7 大分類 24 小分類 

2008 年 
全国のすべての

農牧業県（2,653） 

・農業機械購入価格の 30％を超えない 

・農業機械 1 台当たり補助額は最高 5 万元 

・大型機械は調整可能 

9 大分類 33 小分類 

2009 年 12 大分類 38 小分類 

2010 年 12 大分類 45 小分類 

（資料）『農業機械購入補助特定項目実施案（指導意見）』（各年版）、『農業機械購入補助製品目録』（各

年版）、及び中国政府 HP、財政部 HPなどの内容を基に整理作成。 

 
中央政策のもとで、各省･自治区も農業機械購入補助金管理方法を策定し、毎年各省･自

治区の『農業機械購入補助特定項目実施案（指導意見）』と『農業機械購入補助製品目録』

を発表し、補助の対象地域、補助金の配分、農業機械製品名称、1 台当たりの補助額など

を公告している。更に、中央政府が規定した農業機械・製品以外の補助製品について補助

を行っている省･自治区もある。農業機械が他の省で使用されるかどうかを問わず、各省・

自治区は農業機械購入補助金を与えている。 
 

【支給プロセス】 
図表 1-2-9 に示したように、優良品種補助と同じように、農業機械購入補助も農業部と

財政部によって共同で組織・実施されている。農業部は各レベル地方政府の農業機械管理

部門、財政部は地方の各レベルの財政部門を指導する。農業部と地方農業機械管理部門は、

主として農業機械購入補助の実施・管理を担当し、具体的な実施案の策定や『農業機械購

入補助製品目録』の策定などを行う。これに対して、財政部と地方財政部門は、補助金の

拠出・交付を担当し、資金の配分に対して指導・監督する。図表 1-2-7 に示したように、

農業部、財政部が実施案を審査・確定した後、財政部は中央財政補助金を省レベルの財政

部門に交付し、省レベルの財政部門は、財政補助金を更に下級レベルの財政部門に順に交

付する。 
 
農民が補助金を受け取るプロセスは以下の通りである。 
①補助を受けたい農民は、郷・鎮農業機械管理機関（通常、農業機械管理所）を通じ

て、県レベル農業機械管理部門（通常、農業機械管理局）に申し込む。 
②県レベル農業機械管理部門が審査を経て、補助対象の農民リストと購入量を選定・

公示する。次に農民と機械購入補助協定を結び、それを省レベル農業機械管理部門
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と財政部門に回議する。 
③農民は、省レベル農業機械管理部門（通常、農業機械管理局）が指定した農業機械

の供給業者（メーカーまたは取引業者）に農業機械購入補助協定を提出し、補助金

を差し引いた価格で農業機械を購入する。 
④供給業者は、農業機械購入補助協定と機械購入領収書の控えを提示し、定期的に（通

常、四半期ごとに）県レベル農業機械管理部門に精算を申し込む。 
⑤県レベル農業機械管理部門は、精算申込みを市レベルまたは省レベル農業機械管理

部門に上げ、市レベルまたは省レベル農業機械管理部門が審査して間違いないと確

認した上で、供給業者に精算確認明細書を発給し、同時に同レベル財政部門に精算

を依頼する。 
⑥地方の財政部門は、審査した後、供給業者に補助金を支給する。中央財政補助金は

省レベル財政部門から直接供給業者に支給されるが、地方財政補助金は省・自治区

によって状況が異なる。一部の省・自治区（例えば吉林省）では省レベル財政部門

から供給業者に支給され、一部の省・自治区（例えば広東省）では市レベル財政部

門から供給業者に支給される。 
 

図表 1-2-9 農業機械購入補助の支給プロセス 

 
（資料）『農業機械購入補助特定項目資金使用管理暫定方法』（財政部

HP、2005 年 2 月 25 日）、各省市の関連政策・法令などを基に

整理作成。 

 
【運用実態】 
図表 1-2-10 に示したように、中央財政と地方財政の農業機械購入補助金は、2004 年以

降、毎年、増加している。このうち、中央財政補助金の増加ペースが非常に速く、2004～
09 年の年平均伸び率は 100％以上である。一方、地方財政補助金の伸びは中央財政補助金

よりかなり低く、2009 年は前年比 17.9％増にとどまった。その結果、中央財政の負担割

合は、2004 年の 14.9％から 2009 年には 87.0％まで上昇した。2004～09 年にかけて、累

計して、中央財政は 199.7 億元、地方財政は 71.9 億元を拠出した。 
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中央財政・地方財政補助金の増加に伴い、補助された農業機械の数量も急速に増加し、

2004 年の約 10 万台から 2009 年には 343 万台となった。 
 

図表 1-2-10 農業機械購入補助金額と補助農業機械数量の推移 
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（資料）中国政府 HP、財政部 HP、人民ネットなどの内容を基に整理作成。 

 
農業機械購入補助金が大幅に増えているが、規模に限りがある。更に、農業生産経営組

合、農業機械使用主要農家、食糧栽培主要農家などが優先されていることもあり、一般農

民の需要を必ずしも満足していない。浙江省浦江県のある村では、2009 年上半期に農業機

械購入補助を受けた農家は、農業機械を必要とする農家の 4％にとどまった 29

また、実施に当たって、農業機械購入補助金にも滞留などの問題が生じている。更に、

地方農業機械管理部門は供給業者から農業機械普及費などさまざまな名目の費用を徴収す

ることもあり、供給業者の負担を重くさせている。一方、一部の供給業者は利益追求のた

めに、農業機械の価格を高めに設定している。新聞報道によれば、15～18％程度を上乗せ

することもある

。 

30

 

。そのため、支給された補助金が上乗せ分で消えてしまうこともあり、

農民に対する補助になっていない。 

4） 農業生産資材総合補助 
【政策のスキーム】 
化学肥料、ディーゼルオイルなどの農業生産資材の価格上昇に伴い、農業のコストも上

昇している。それを補助する目的で、食糧栽培農民直接補助に加え、2006 年に財政部は、

食糧を栽培する農民向けに農業生産資材総合補助を始めた。補助金はすべて中央財政によ

って賄われる。中央財政は主として当年の生産資材価格の変動を予測し、年初に一括して

                         
29 「農業機械購入補助を普及制度にするよう提案」『金華日報』、2009 年 6 月 22 日。 
30 「専門家：農業機械購入補助方式は改めて設計すべき」『中国経済時報』、2009 年 4 月 22 日。 
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補助金を各省・直轄市・自治区の食糧リスク基金に交付し、年内に農業生産資材の価格変

動があっても調整しない。 
2008 年に、化学肥料、ディーゼルオイルなどの農業生産資材価格が大幅に上昇した。し

かし、年初に交付された補助金が農業生産資材の価格上昇によるコスト増を補填できなか

ったため、やむを得ず中央財政は農業生産資材総合補助金を数回追加した。このような事

態を背景に、2009 年 8 月、財政部、国家発改委、農業部が共同で『農業生産資材総合補

助の動態的調整メカニズムの更なる充実に関する実施意見』を発表し、農業生産資材総合

補助に対する動態的調整を導入した。この動態的調整の内容は以下の３点から成る。 
第１は、2008 年を基準年にして、全国規模での食糧 1 ムー当たりの化学肥料、ディー

ゼルオイルの支出が 2008 年水準を上回る場合、その年を新しい基準年とする。 
第２は、前年の農業生産資材価格と食糧価格の動きによって当年の補助金規模を調整し、

一括して各省・直轄市・自治区に交付する。 
第３は、前年の農業生産資材価格が基準年の価格を上回った場合、食糧価格の上昇幅が

大きくなければ、農業生産資材の価格上昇を補うために、主として当年の農業生産資材総

合補助を増やす。一方、食糧価格の上昇幅が大きければ、主として食糧価格の上昇分で実

質的に補填したうえで、適宜、補助金を増やす。一方、農業生産資材価格が基準年と同じ

かあるいは下回った場合、前年の補助金規模をそのまま維持する。 
以上のほか、中央財政が各省・直轄市・自治区に補助金を交付する際に、食糧栽培面積、

生産量などの要素も配慮し、かつ重点的に主要食糧生産地域に補助金を傾斜させている。 
動態的調整メカニズムを導入してからも、農業生産資材総合補助は引き続き毎年 1 回交

付されるが、補助金は農業生産資材価格の変動に応じて翌年に調整される。ただし、『農業

生産資材総合補助の動態的調整メカニズムの更なる充実に関する実施意見』（財政部・国家

発改委・農業部、2009 年 8 月）が公布された時に、2009 年の農業生産資材総合補助が既

に交付されていたため、同メカニズムの本格的な導入は 2010 年以降となっている。つま

り、2010 年に農民が受けた農業生産資材総合補助は 2009 年の農業生産資材の価格上昇に

よる食糧栽培コスト増を補助するものである。 
食糧栽培農民直接補助と同様に、中央財政からの補助金が各省・直轄市・自治区の食糧

リスク基金に交付された後、各省・直轄市・自治区は各自で補助面積の計算方法、補助基

準、補助支給方式などを決める。大部分の省・直轄市・自治区では農家 1 世帯当たりの栽

培面積によって農業生産資材総合補助金額を計算する。 
省・直轄市・自治区によって補助基準が異なっている。図表 1-2-11 に 18 省・直轄市・

自治区の補助基準をまとめた。2006 年に農業生産資材総合補助が実施されてから、大部分

の省・直轄市・自治区の補助基準が徐々に引き上げられてきている。特に動態的調整メカ

ニズムを導入する前の 2008 年には、農業生産資材の価格の大幅な上昇に伴い、補助基準

の増加幅が大きく、江蘇省、山西省、青海省などの省では前年の２倍以上へ引き上げられ

た。2009 年までに、補助金はすべて中央財政に賄われていたが、2010 年に動態的調整メ
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カニズムが導入された後、一部の省・自治区は中央財政の補助に地方財政の補助も加えて、

補助基準を高めに設定している。上海市はその一例である。 
 

図表 1-2-11 18 省・直轄市・自治区の農業生産資材総合補助基準 

  
2006 年 

（元/ムー） 

2007 年 

（元/ムー） 

2008 年 

（元/ムー） 

2009 年 

（元/ムー） 

2010 年 

（元/ムー） 

東

部 

北京市 

小麦 18 58 

40 45 トウモロ

コシ 
12 18 

上海市 コメ （不明） 

76 

（中央：56。 

市レベル：20） 

天津市 10 13 42 43 （不明） 

江蘇省 
コメ 15 

30 62 69 
小麦 10 

福建省 （不明） 13 （不明） 41～51 

山東省 小麦 （不明） 49～50 （不明） 

広西チワン族自治区 （不明） 16.2 40.8 （不明） 

中

部 

山西省 

小麦 （不明） 20 46 51 （不明） 

トウモロ

コシ 
（不明） 14 30 35 （不明） 

安徽省 （不明） 17 40 （不明） 50 

江西省 9.2 19.2 41.2 46.2 

河南省 （不明） 26.2 45.1 （不明） 

湖北省 （不明） 45 

湖南省 （不明） 31.8 71 80.6 

西

部 

重慶市 （不明） 
20～100 ムー：140 

＞100 ムー：200 

陝西省 （不明） 15 （不明） 35～49 （不明） 

青海省 （不明） 7.6 17.2 （不明） 19.8 

宁夏回族

自治区 

畑 （不明） 4.6 13.4 15.1 16 

水田 （不明） 20.6 50.1 56.7 57 

新疆ウイグル自治区 （不明） 31 94～97 90 

（資料）各省・自治区の関連政府部門 HP、新華ネットなどに掲載されている法令、新闻記事を基に整理作成。 

（注 1）イタリックは主要食糧生産省を示す。 

（注 2）1ムーは 666.7平方メートル。 

 

 
【支給プロセス】 
国家発改委、農業部、財政部は農業生産資材総合補助の主管官庁である。国家発改委は

農業生産資材価格や食糧価格の観測などの仕事を担当し、農業部は化学肥料とディーゼル

オイルの使用量や食糧栽培面積などの関連データの観測に責任を負っている。財政部は国

家発改委、農業部と共同で農業生産資材総合補助の年間配分案を策定し、更に、配分案に
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従って補助金を地方に交付し、同時に補助金の配分使用に対して指導・監督している。こ

れら 3 つの官庁は、それぞれ各レベルの地方財政部門、発改委部門、農業部門を指導して

いる。 
食糧栽培農民直接補助と比べて、農業生産資材総合補助は主管官庁として国家発改委を

新たに加えたとはいえ、基本的な支給プロセスは同じである（図表 1-2-3）。各レベル地方

財政部門が食糧リスク基金特別口座の中に農業生産資材総合補助口座を設け、用途指定の

特別管理と単独決済を行う。財政部は中央財政からの補助金を各省レベル財政部門の農業

生産資材総合補助特別口座に交付し、次に各レベルの財政は同様の交付を行い、最終的に

郷・鎮の財政部門から農民に支給される。支給の方式も同じで、現金または送金の 2 種類

である。 
2008 年以降、食糧栽培農民直接補助と農業生産資材総合補助が同時に農民に支給される

ようになり、政府は農民の口座に直接振り込む方法を薦めている。 
 

【運用実態】 
農業生産資材総合補助は主に中央財政によって賄われている。2006 年以来、中央財政が

投じた農業生産資材総合補助金は急ピッチで増加し（図表 1-2-1）、特に 2008 年は前年比

159.4％増となった。2009 年の中央財政の農業生産資材総合補助金は 756 億元に達し、中

央財政の 5 つ農業補助金総額の 55.9％を占めている。前述した動態的調整を行った後、

2010 年の中央財政の農業生産資材総合補助金は 835 億元となり、基準年の 2008 年比で

16.6％増となった 31。現時点で、農業生産資材総合補助を加えれば、中央財政の補助金が

食糧リスク基金に占める割合はかつての 40％から 60％へ上昇している 32

同時に、一部の省・自治区は中央財政に更に補助を上乗せしている。上海市を例にとれ

ば（図表 1-2-12）、2010 年に中央財政と市財政が拠出した農業生産資材総合補助金の総額

は 1 億 4,028 万元で、うち市レベル財政補助金が 26.3％を占めている。 

。 

 
図表 1-2-12 上海市の農業生産資材総合補助金の状況（2010年） 

 中央財政 市レベル財政 総額 

補助基準（元/ムー） 56 20 76 

補助金額（万元） 10,336 3,692  14,028 

割合（％） 73.7 26.3 100 

（資料）「2010 年当市のコメ栽培補助金と農業生産資材総合補助金の拠出状況に関する通

告」（上海市農業委員会 HP、2010年 10月 26日）を基に作成。 

（注）1ムーは 666.7平方メートル。 

 

 

                         
31 『中央・地方の予算執行状況及び中央・地方予算草案に関する報告書』（各年版）により整理作成。 
32 「韓俊：純流出省・自治区へのサポートを強化、全国 6 つの食糧流出省・自治区の調査と提案」国研ネ

ット、2009 年 7 月 30 日。 
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食糧栽培農民直接補助と同様に、農業生産資材総合補助も交付・支給の過程において資

金の滞留、流用、詐取などの問題が起こっている。 
 

5） 農業保険費補助 
【政策のスキーム】 

中国の農業保険は、栽培業、畜産業、林業を対象としたものに大別される。農民または

企業を対象に自然災害、事故などによって農業生産などが被った経済損失を補償している。

農業保険の運営形態には大きく以下の 3 通りがある。 
①保険会社が運営し、地方政府と一定の割合でリスクを分担するもの。 
②地方政府がリスクを負担し、保険会社に運営を委託するもの。 
③保険会社が独自に運営するもの。 
 
農業保険の分類に従い、農業保険費補助も栽培業保険費補助、畜産業保険費補助、森林

保険費補助の 3 種類に大別される。図表 1-2-13 に示したように、農民の農業保険加入の負

担を削減するために、2007 年、財政部は 6 省・直轄市・自治区においてトウモロコシ、

コメ、小麦、綿花、大豆の 5 品目の農産物を対象に栽培業保険費補助の試験事業をスター

トした。また、全国規模で繁殖豚の畜産業保険費補助も導入した。上記 3 通りの運営形態

のいずれにおいても、保険会社は地方政府に指定される。補助金は中央財政と地方財政が

品目別に分担し、保険会社に直接支給される。 
2008 年 3 月に、財政部は『中央財政栽培業保険費補助管理方法』、『中央財政畜産業保

険費補助管理方法』を公布した。概要は下記の通りである。 
①栽培業保険費補助試験を申請した地域は許可されれば試験事業が可能になる 
②同時に畜産業補助は引き続き全国規模で実施される 
③中央財政と地方財政は保険に加入した農民・企業に対して一定の割合の保険費を負担

する 
④地方政府、保険会社、農家、企業は自由意志で農業保険費補助事業に参加する 
⑤地方財政の補助金が入金してはじめて中央財政は補助金を交付する 
⑥2008 年に栽培業保険費補助の対象農産物品目に落花生、なたねを追加し、畜産業保

険費補助の対象品目に更に乳牛、養豚を追加する 
 
その後、中央財政の農業保険費補助の対象品目は増え続けている。2010 年には、栽培業

保険費補助の対象品目にジャガイモとハダカムギが追加されて 9 品目に、また、畜産業保

険補助の対象品目にヤク（牛の一種）とレイヨウ（ウシ科の哺乳類の一群）が追加されて

5 品目となった。更に、2009 年に森林保険費補助がスタートした。2010 年時点で補助品

目は 3 品目である。 
中央財政による栽培業保険費補助と森林保険費補助の実施対象地域も拡大している。
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2010 年に追加されたジャガイモとハダカムギについては、栽培業保険費補助が始まったば

かりで、これまでに実施している省・自治区は少ないが、他の農産品については、対象地

域が 2007 年の 6 省・直轄市・自治区から 2010 年には 23 省・直轄市・自治区へと広がっ

た。森林保険費補助が実施されている省・直轄市・自治区も 2009 年の 3 地域から 2010
年には 7 地域に拡大した。一方、畜産業保険費の補助地域は変わっておらず、最も早く実

施された補助品目である繁殖豚、乳牛は最初から全国規模で実施された。また、養豚は中

西部地域の 3 省・自治区で、ヤク・チベットレイヨウは 5 省・自治区で実施されている。 
保険費補助の中央財政と地方財政の分担割合は農業保険の種類によって異なる。栽培業

保険費補助では、2007 年以降、中央財政が負担する割合が上昇している。特に、中西部地

域の省・直轄市・自治区に対する補助が拡大され、分担割合は 2007 年の 25％から 2009
年には 40％へ上昇した。一方、省レベル財政負担割合は 25％と変わっていない。残りの

35％は保険に加入した農家や企業が負担する。 
畜産業保険費補助では、2007 年以降、中央財政が負担する畜産業保険費の割合は変わら

ない。地域別には、中西部の省・直轄市・自治区への補助規模は東部より大きい。 
森林保険費補助では、一部品目の森林保険費に対する中央財政の分担割合が若干増加し

た。また、省レベル財政の分担割合は、財政部の規定のもとで、少なくとも 25％を維持し

ている。 
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図表 1-2-13 農業保険費補助に関する中央政策の推移 

 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 

栽

培

業 

補助品目

及び補助

対象地域 

トウモロコ

シ 

・東部：江蘇省 

・中部：吉林省、湖

南省、内モンゴル

自治区 

・西部：四川省、新

疆ウイグル自治

区 

追加： 

・東部：河北省、遼

寧省、浙江省、

福建省、山東

省、海南省 

・中部：黒龍江省、

安徽省、河南省、

湖北省 

・新疆生産建設兵

団、黒龍江農墾

総局 

追加： 

・中部：江西省 

追加： 

・東部：広東省 

・中部：山西省 

・西部：雲南省、甘粛省、青

海省、寧夏回族自治区 

・中備糧会社北方公司 

コメ 

小麦 

綿花 

大豆 

落花生 - 

なたね - 

ジャガイモ - 
・中部：内モンゴル自治区 

・西部：四川省 

ハダカム

ギ 
- 

・西部：四川省、雲南省、甘

粛省、青海省、チベット自

治区 

保険費の

分担割合 

中央財

政 
25％ 35％ 

・河北省、海南省、黒

龍江省、吉林省、

安徽省、江西省、

河南省、湖北省、

湖南省、内モンゴ

ル自治区、四川

省、新疆ウイグル

自治区：40％ 

・遼寧省、江蘇省、浙

江省、福建省、山

東省：35％ 

・新疆生産建設兵

団、黒龍江農墾総

局：65％ 

追加： 

・山西省、雲南省、甘粛省、

青海省、寧夏回族自治

区：40％ 

・広東省：35％ 

・中備糧会社北方公司：

65％ 

地方財

政 
省レベル財政 25％ 

畜

産

業 

補助品目

及び補助

対象地域 

繁殖豚 
・全国 31 の省・直轄市・自治区 

・新疆生産建設兵団、黒龍江省農墾総局、広東省農墾総局、海南省農墾総局 

乳牛 - 

・全国 31 の省・直轄市・自治区 

・新疆生産建設兵団、黒龍江省農墾総局、広東省農墾総局、海南省農墾

総局 

養豚 - 
・中部：吉林省、湖南省 

・西部：四川省 

ヤク 

－ 

・西部：四川省、雲南省、甘

粛省、青海省、チベット自

治区 

チベットレ

イヨウ 
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 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 

保険費の

分担割合 

中央財

政 

・東部（9 省・自治

区）：0 

・中部（10 省・自治

区）、西部（12 省・

自治区）：50％ 

・新疆生産建設兵

団、黒龍江省農

墾総局、広東省

農墾総局、海南

省農墾総局：80％ 

・追加された乳牛： 

a.東部（9 省・自治区）：0 

b.中部（10 省・自治区）、西部（12 省・自治

区）：30％ 

c.新疆生産建設兵団、黒龍江省農墾総

局、広東省農墾総局、海南省農墾総

局：60％ 

・追加された養豚：10％ 

・追加されたヤク、チベットレ

イヨウ：40％ 

地方財

政 

養豚以外： 

・東部：地方政府が自主的に決める 

・中西部：30％ 

・追加されたヤク、チベットレ

イヨウ：省レベル財政が少

なくとも 25％ 農家、企

業 
・東部以外：20％ 余剰割合 

森

林 

補助品目

及び補助

対象地域 

商品林 

- 

・東部：福建省 

・中部：江西省、湖南

省 

追加： 

・東部：遼寧省、浙江省 

・西部：雲南省 
公益林 

天然ゴ

ム 
- ・東部：海南省 

保険費の

分担割合 

中央財

政 
- 30％ 

・商品林：30％ 

・公益林：50％ 

・天然ゴム：40％ 

地方財

政 
- 

・省レベル財政が少

なくとも 25％ 

・省レベル財政が少なくとも

25％ 

・うち：公益林：地方財政総

額が少なくとも 40％ 

（資料）『中央財政農業保険費補助テスト管理方法』（財政部、2007年 4月）、『繁殖豚保険費補助管理暫定方法』（財政部、

2007 年 7 月）、『中央財政栽培業保険費補助管理方法』（財政部、2008 年 3 月）、『中央財政畜産業保険費補助管理

方法』（財政部、2008 年 3 月）、『2010 年中央財政農業保険費補助事業に関する通知』（財政部、2010 年 5 月）な

どの関連法令を基に作成。 

（注）「－」は当該品目の農業保険費補助がまだ実施されていないことを示す。 

 
各省・自治区政府も農業保険費補助に関する法令を制定し、毎年の省、市、県財政が分

担する保険費の割合を確定している。また、一部の省・直轄市・自治区は中央政策に農業

保険費補助品目を付け加え、追加の補助金は各地方財政が賄っている。 
河南省を例にすれば（図表 1-2-14）、2010 年の栽培業保険費に関して、中央財政と省レ

ベル財政は中央政策の規定に従ってそれぞれ 40％と 25％、市レベル財政と県レベル財政

はそれぞれ 5％と 10％を負担した。各レベルの財政による負担は合計で 80％となり、農

家あるいは農家と先導企業（リーダー企業）が共同で残りの 20％を負担した。畜産業保険

費に関しても、中央財政と地方財政が中央政策の規定通り財政分担し、うち地方の市レベ

ルと県レベルがそれぞれ 9％、21％を負担している。このほか、河南省政府では、タバコ

と鳥肉に対する農業保険費補助を導入し、市レベル財政と県レベル財政が共同で 50％の保
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険費を負担している例がある。具体的な分担割合は市・県政府による協議で決められ、残

りの 50％は農家、タバコ会社、先導企業に分担される。 
 

図表 1-2-14 河南省各レベル財政の農業保険費の分担割合（2010年） 

 中央 省レベル 市レベル 県レベル 合計 

栽培業 
トウモロコシ、コメ、小麦、綿

花 
40％ 25％ 5％ 10％ 80％ 

畜産業 
繁殖豚 50％ 0 9％ 21％ 80％ 

乳牛 30％ 0 9％ 21％ 60％ 

タバコ 
0 50％ 50％ 

鳥肉 

（資料）『河南省人民政府弁公庁の河南省 2010年農業保険工作方案の印刷・配布に関する通知』（河南

省政府 HP、2010年 7月 2日）を基に整理作成。 

（注）イタリックは河南省が導入した、中央政策に規定された以外の農業保険費補助品目を示す。 

 
【支給プロセス】 
農業保険費補助の支給プロセスは図表 1-2-15 に整理した通りである。財政部は農業保険

費補助の主管官庁であり、各レベル地方財政部門を指導する。上級財政部門が、下級財政

部門の補助金の拠出・使用を監督・指導する。 
各レベル地方財政部門は、前年の農業保険品目の保険加入面積、保険費率、保険金額、

保険費補助割合などに基づき当年のデータを予測し、当年における各レベル財政が負担す

る農業保険費補助金額を試算し 33

保険費補助金は、次のような流れで地方財政部門から保険会社に現金で支給される。ま

ず、保険費補助の実施地域の農民は、地方財政部門に指定された保険会社の保険に加入す

る。次に、保険会社は地方財政部門に定期的に保険費補助金を請求する。請求期間は省・

自治区によって異なる。例えば、安徽省では 1 年

、そのうえで補助金の年間計画を策定する。その次に、

計画に従って補助金を各レベル財政部門の特定口座に交付する。地方財政の補助金が入金

してからはじめて、財政部は省レベル財政部門に中央財政の補助金を交付する。 

34で、江西省では 2 カ月 35

                         
33 各レベル財政が負担する農業保険費補助金：保険費×保険費補助割合＝（保険金額×保険費率×保険加入

面積）×保険費補助割合。 

である。森林

保険費補助に対しては、公益林の保険費補助金は、通常、省レベル財政部門によって直接

保険会社に支給される。他の補助品目に対しては、省レベル財政部門は、中央財政と省レ

ベル財政からの補助金を市レベル財政部門の特定口座に入金する。最終的に市レベルある

いは県レベル財政部門のどちらが保険会社に支給するかは、各省・自治区政府によって決

められる。市レベル財政部門が支給する場合は、県レベル財政の補助金が市レベル財政部

門の特定口座に入金することが必要である。このケースは、例えば安徽省が当てはまる。

34 『安徽省政策性農業保険費補助管理暫定方法』安徽省財政庁 HP、2008 年 6 月 12 日。 
35 「『江西省農業保険費補助管理暫定方法』の印刷・配布に関する通知」江西省政府 HP、2010 年 8 月 11
日。 
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一方、県レベル財政部門が支給する場合は、市レベル財政部門が補助金を県レベル財政部

門の特定口座に入金することになる。このケースは、例えば江西省が当てはまる。 
 

図表 1-2-15 農業保険費補助の支給プロセス 

 
（資料）『中央財政栽培業保険費補助管理方法』（財政部、

2008 年 3 月）、『中央財政畜産業保険費補助管理方

法』（財政部、2008 年 3 月）、各省・市の関連法令

などの内容を基に整理作成。 

 
【運用実態】 

5 つの農業補助のうち、農業保険費補助は最も遅く導入されたもので、現在、まだ試験

段階にある。2007 年以降、中央財政が拠出する農業保険費補助金規模は増加しており（図

表 1-2-1）、2010 年は前年比 72.9％増の 103.2 億元となった 36

中央財政の補助金の増加に伴い、地方財政の農業保険費補助金も増えている。例えば、

2009年の遼寧省の栽培業保険費は 5.5億元で、各レベル財政からの支出の合計がその 80％
の 4.4 億元となっている。内訳は、中央財政が 35％の 1.9 億元、省レベル財政が 25％の

1.4 億元、市レベル・県レベル財政が 20％の 1.1 億元である。省レベル、市レベル、県レ

ベルの支出額がいずれも前年より 5 倍余りと急増している

。 

37

現在、農業保険費の 15～30％を省レベル財政が、10～30％を市レベルと県レベル財政

が負担している

。 

38

 

。経済が発展している地域では、この補助分担割合に問題はないが、財

政基盤が脆弱な主要食糧生産地域では補助金を拠出することが困難である。地方財政の補

助金が入金しなければ中央財政の補助金をもらうことができない。そのため、農業保険費

補助金が不足している一部の県、特に農業主要生産県では、農業保険事業は拡大していな

い。 

                         
36 「2009 年中央・地方予算執行状況及び 2010 年中央・地方予算草案に関する報告書」（財政部 HP、2010
年 3 月 16 日）により計算。 
37 「2010 年中央財政の栽培業保険費補助テスト事業の参画に関する指示」（遼寧省財政庁 HP、2010 年 4
月 27 日）、「遼寧省で農業の政策的保険補助が全面的に実施される」（新華ネット、2008 年 11 月 19 日）

により計算。 
38 「政策的農業保険制度を充実させる建議に関する分析」安徽省審計庁 HP、2010 年 11 月 17 日。 
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6） まとめ 
中国では、2004 年以降農業補助制度が整備され、5 つの農業補助の資金規模、農産物の

対象品目、対象地域の範囲は毎年拡大している。このうち、中央財政が主要農業補助であ

る①～④に投入した資金は、2004 年の 150 億元弱から 2009 年には中央財政支出総額の

8.1％に相当する 1,231 億元へ急増した 39

ただし、①の食糧栽培農民直接補助に比べ他の 4 つの補助の増加幅が大きいため、中央

財政から食糧栽培農民直接補助に拠出する補助金の伸びは比較的緩やかで（図表 1-2-1）、
増加した資金は主として他の 4 つの補助金に振り分けられている。 

。 

5 つの農業補助の目的、対象、資金源、基準について整理し、図表 1-2-16 に取りまとめ

た。補助を受ける農家は、その補助基準、補助面積、補助金額が村内の掲示板に公示され

る。 
①食糧栽培農民直接補助と④農業生産資材総合補助の対象は最も広く、すべての食糧栽

培農民を対象とし、農民が自ら申請する必要はない。それに対して、他の 3 つの農業補助

は、条件付きで一部の農民だけに支給している。農民は、どの良種を購入するか、どの農

業機械を購入するかを自主的に申請する。補助の条件を満たせば、同時に複数項目の農業

補助を受けることができる。 
資金源から見れば、①と④は食糧リスク基金から拠出されている。現在、食糧リスク基

金の 60％を中央財政の補助金が賄っており 40

①と④の補助基準に関して、各省・直轄市・自治区は、地域の実状に応じて自主的に決

めることができる。他の 3 つの農業補助の補助基準は中央政府によって決められるが、地

方政府は更に上乗せすることができる。経済規模などの格差により、省・直轄市・自治区

によって、補助基準は大きく異なる。上海市を例にすれば、①～④の補助基準は全国の平

均水準を上回っており、更に、農薬補助、有機化学肥料補助などを追加支給している。こ

の結果、2009年に上海市の農民に支給された補助金は合計で 200 元／ムー以上となった

、中央財政の分担割合は大きい。⑤農業保険

費補助においても、大部分の対象品目で中央財政の分担割合が最も大きい。このように、

5 つの農業補助の資金源は、いずれも中央財政の資金が中心となっている。一方、各レベ

ル地方財政の分担割合は、地域の経済状況に基づいている。 

41。

一方、主要食糧生産省である河南省は追加的な補助金を出していないため、農民が受ける

①～④の補助金総額は 100 元／ムー前後にすぎなかった 42

                         
39 「主要・副次の問題を一括して解決し、管理を基準化させるとともに、新しい段階における農民負担の

軽減に取り組む」（農業部 HP、2007 年 11 月 12 日）、「わが国の農業補助の問題と建議」（『中国集体経済』

雑誌、2010 年第 5 期上）、「2009 年中央・地方予算執行状況及び 2010 年中央・地方予算草案に関する報告

書」（財政部 HP、2010 年 3 月 16 日）により試算。 

。 

40 「韓俊：純流出省・自治区へのサポートを強化すべき、全国 6 つの食糧流出省・自治区の調査と建議」

国研ネット、2009 年 7 月 30 日。 
41 「食糧栽培農家の補助金が 1 ムー当たり 220 元に、上海市が 5 億元を投じて食糧生産を維持」労働報ネ

ット、2009 年 2 月 4 日。 
42 「わが省の農業補助政策に関する現状」河南省財政庁 HP、2009 年 2 月 12 日。 
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図表 1-2-16 5つの農業補助の概要（2010年） 

 
①食糧栽培農民 

直接補助 

②優良品種 

補助 

③農業機械 

購入補助 

④農業生産資材 

総合補助 

⑤農業保険費 

補助 

補助の目的 食糧栽培を奨励 

優良品種使用及び

関連技術の使用の

コストを補助 

農民の農機具購入を

サポートし、機械化

生産水準を向上させ

る 

化学肥料、ディーゼル

オイルなどの農業生

産資材の価格上昇に

伴うコスト増加を補助 

自然災害や事故な

どのリスクを軽減 

補助の 

対象と範

囲 

中

央 

食糧栽培農民 

下記の作物の指

定優良品種を栽

培する農民： 

大豆、小麦、コメ、

トウモロコシ、綿

花、なたね、ハダ

カムギ、落花生 

下記農業機械設備

を購入する農民、農

業生産経営組合な

ど： 

12大分類 45小分類

の 180 品目 
食糧栽培農民 

下記品目の農業保

険に加入する農

民： 

トウモロコシ、コメ、

小麦、綿花、大豆、

繁殖豚、乳牛、商

品林など計 17種類 

地

方 

各省・自治区が栽

培状況に応じて補

助品種を確定でき

る 

各省・自治区が栽培

状況に応じて補助品

目を追加できる 

各省・自治区が栽

培状況に応じて補

助品目を追加でき

る 

資金源 

中

央 
40％ 主要資金源 87.0％（注 1） 主要資金源 10～80％ 

地

方 
60％ 追加可能 13.0％（注 1） 追加可能 

省レベル財政は通

常 15～ 30％。各

省・自治区は更に

各レベル地方財政

と農民または企業

の保険費の分担割

合を決める 

補助基準 

各省・自治区が実

状に応じて決め

る。通常、東部省・

自治区が中西部

省・自治区より高

い 

中央：大豆、小麦、

トウモロコシ、なた

ね、ハダカムギは

10 元/ムー。コメは

10～15 元/ムー。

綿花は 15 元/ム

ー。落花生は 10～

50 元/ムー 

地方：追加可能 

中央：農機具購入価

格の 30％を超えな

い。また、農機具一

台当たりの補助額

は最高5万元を超え

ない。大型機械は

調整可能 

地方：追加可能 

各省・自治区が実状

に応じて決める 

中央：10～80％ 

地方：省レベル財

政は 15～30％。各

省・自治区は更に

各レベル地方財政

と農民または企業

の保険費の分担割

合を決める 

（資料）関連政策、及び中国政府 HP、財政部 HP、人民ネットの新聞記事を基に整理作成。 

（注 1）2009年の分担割合を示す。 

（注 2）1ムーは 666.7平方メートル。 
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3． 最低買付価格政策と国家臨時備蓄政策 

農産物市場の安定と合理的な価格水準を維持するために、中国政府は需給調整措置や、

最低買付価格政策、国家臨時備蓄政策などを実施している。需給調整措置では、主として

綿花、砂糖、豚肉などを対象に、輸出入の調節や国家備蓄の買付・放出などの手段で市場

の需給バランスを維持している。それに対して、最低買付価格政策と国家臨時備蓄政策で

は、農民の所得を直接引き上げようとしている。以下では、これら 2 つの政策について詳

しく見てみる。 
 

（1） 政策のスキーム 
1） 最低買付価格政策 

農民の所得向上に対する期待を高め、食糧生産意欲を引上げるために、『食糧流通体制改

革の更なる強化に関する意見』（国務院、2004 年 5 月）に基づき、2004 年 7 月に国家発

改委、財政部、農業部、国家食糧局、農業発展銀行、中備糧会社は『2004 年早期インディ

カ米最低買付価格実施予備案の印刷・配布に関する通知』を公布した。本通知の下、2004
年に安徽省、江西省など 7 つの主要生産省･自治区にもみの最低買付価格政策が導入され

た。ほかの省･自治区では、導入するかどうかの判断は各省･自治区政府の自主的決定事項

とされた（図表 1-3-1）。また 2006 年 5 月に、国家発改委、財政部など 6 政府部門・機関

は共同で『2006 年小麦最低買付価格実施予備案の印刷・配布に関する通知』を公布し、河

北省、江蘇省、安徽省、山東省、河南省、湖北省の 6 つの主要食糧生産省に小麦の最低買

付価格政策を導入した。2006 年以降、これらの主要生産省･自治区は変わっていない。 
 

図表 1-3-1 最低買付価格政策を実施する主要生産省･自治区（2004～10年） 

 品目 
省・自治区 

2004 年 2005 年 2006 年 2007年 2008～10 年 

中央政府の指定に

よる導入 

早期インディカ米 安徽省、江西省、湖北省、湖南省 追加：広西壮族自治区 

中期・晩期インディカ

米、ジャポニカ米 

安徽省、江西省、湖北省、湖南省、吉

林省、黒龍江省、四川省、 

追加：広西壮族自治

区、江蘇省、河南省、

遼寧省、 

白小麦、赤小麦、混合

小麦 
－ 

河北省、江蘇省、安徽省、山東省、河南

省、湖北省 

省･自治区政府が

自主的に導入 

早期インディカ米 浙江省、福建省、江蘇省、雲南省 

中期・晩期インディカ

米、ジャポニカ米 
浙江省、福建省、雲南省、上海市 

白小麦、赤小麦、混合

小麦 
山西省 

（資料）各品目の『最低買付価格実施予備案』（各年版）、及び各省の食糧局 HP、中華糧ネットなどの新聞記

事を基に整理作成。 

（注）“－”は当該品目の最低買付価格政策がまだ実施されていないことを示す。 
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2008 年には、最低買付価格政策を実施する省･自治区が拡大された（図表 1-3-2）。中央

政府に指定された小麦の最低買付価格政策の対象は 6 つの主要食糧生産省･自治区で変わ

りがないが、もみの最低買付価格政策を実施する主要食糧生産省･自治区は 2004～07 年の

7 つから 2008 年には 11 へと拡大した 43

2004 年以降、毎年、国家発改委、財政部など 6 つの政府部門・機関は共同で『最低買

付価格実施予備案』を策定し、もみ（中期インディカ米、中期・晩期インディカ米、ジャ

ポニカ米を含む）、小麦（白小麦、赤小麦、混合小麦を含む）についてその年の最低買付価

格の実施期間、最低買付価格、買付の範囲・手続きなどを確定する。実施期間は、通常、

その年の各品目の新しく収穫された食糧の販売時から始まり、およそ 2～5 カ月続く

。このほか、浙江省、雲南省、上海市などの主要

食糧生産省･自治区や経済が発展している沿海地域の省･自治区も、中央政府の基準による

最低買付価格をベースにした独自の最低買付価格政策を実施している。 

44

最低買付価格は、上記の 6 つの政府部門・機関が、農民に 25～30%の収益が出るように

食糧価格、食糧栽培コストなどの要素を配慮して確定する

。 

45。2004～07 年の間、ジャポ

ニカ米、白小麦などの最低買付価格は据え置かれた（図表 1-3-2）。2008 年には、農業生

産資材価格の大幅上昇につれて、農民の食糧栽培コストも上がった。農民の利益を保護し、

食糧の生産意欲を刺激するために、2008 年以降、最低買付価格は毎年引き上げられてきた。

2009 年のもみ、小麦の最低買付価格は、いずれの品目についても前年比 13%以上の引上

げとなり、0.8 元／斤超の増加幅となった。2010 年には引き続きもみと小麦の最低買付価

格が引き上げられたが、増加幅は縮小し、いずれの品目も前年比 3%強の増加にとどまっ

た 46

 
。 

                         
43 各品種の『最低買付価格実施予備案』（各年版）を基に整理作成。 
44 各品種の『最低買付価格実施予備案』（各年版）を基に整理作成。 
45 「発展改革委員会：今年の小麦の最低買付価格は前年水準を維持」中国政府 HP、2007 年 6 月 6 日。 
46 各品種の『最低買付価格実施予備案』（各年版）により推計。 



 
 

39 

図表 1-3-2 もみ・小麦の主要品目の最低買付価格 

0.4

0.6

0.8

1.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 （年）

（元/斤）

白小麦 赤小麦、混合小麦 早期インディカ米

中・晩期インディカ米 ジャポニカ米

 
（資料）各品目の『最低買付価格実施予備案』（各年版）を基に作成。 

 
市場価格が最低買付価格より高い時には政府は関与しないが、市場価格が最低買付価格

を下回った場合、市場供給を確保し農民の利益を保護するために、地方政府は食糧最低買

付価格の実施を決定する（図表 1-3-3）。その場合、食糧買取企業の買付価格は政府が規定

した最低買付価格を下回ってはならない。 
国務院が指定した国有食糧企業だけが最低買付価格で買い付けることができる。中央政

府が実施を指定した省･自治区において、国有食糧企業は通常中備糧会社とその支社で、時

には地方の備蓄糧管理会社もある。『2010 年小麦最低買付価格実施予備案の印刷・配布に

関する通知』（国家発改委など 6 部門・機関、2010 年 5 月）によれば、2010 年の小麦の

最低買付価格政策における指定国有食糧企業に、中糧グループ有限会社、中国華糧物流グ

ループ会社が追加された。独自に実施している省･自治区では、多くの場合、地方の備蓄糧

管理会社が買付の会社として指定される。例えば、雲南省ではシーサンパンナ・タイ族自

治州（西双版納タイ族自治州）や、保山市などの地域食糧局に所属する国家食糧備蓄倉庫

などである。 
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図表 1-3-3 食糧最低買付価格政策の枠組み 

 
（資料）各品目の『最低買付価格実施予備案』（各年版）を基に作成。 

 
最低買付価格は全国で一斉に実施される訳でなく、各地方政府（通常、省単位）が地元

の市場価格をみて実施するかどうかを判断する。 
最低買付価格を実施する期間中、指定された国有食糧企業は、市場価格より高い最低買

付価格で、無制限に農民から食糧を買い付ける。買付費用は当該企業が中国農業発展銀行

から借り入れ、食糧が販売された後、返済する。その間、中備糧会社・支社、中糧グルー

プ有限会社及び中国華糧物流グループ会社が支払う保管費用や貸出利息は中央財政補助金

が負担、地方備蓄食糧管理会社の分は地方財政補助金が負担している。また、中備糧会社

は、他の国有食糧企業に食糧の買付・備蓄を委託することもあり、買付費用と保管費用な

どを負担する。 
市場供給を保障するために、買付後の食糧は国家食糧局や地方食糧局によって食糧卸売

市場で公開競売の形で販売され、利益は中央財政や地方財政に上納され、損失も中央財政

や地方財政が負担する。すなわち、国有食糧企業は買付過程において単なる仲介の働きを

するだけで、実質的な経営リスクを全く負わないことになる。 
 

2） 国家臨時備蓄政策 
市場価格を安定させ、農民利益を保護するため、2008 年、中央政府は主要食糧生産省･

自治区でトウモロコシと大豆を対象に国家臨時備蓄政策を導入した。政策の実施機関は国

家発改委、国家食糧局、財政部、農業発展銀行、中備糧会社の 5 政府部門・機関となった。

本政策のこれまでの経緯を図表 1-3-4 に示した。当初、国家臨時備蓄政策の買付計画は、

買い付ける度に買付の実施期間、農産物の品目、価格、数量などを発表していたが、2009

市場価格 

買付価格 

最低 

買付価格 

 

0 

45° 

指定国有企業 
が買い付ける 

一般企業が買い付ける 
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年以降、1 品目につき年 1 回の発表となった。2009 年には、なたねの種子が国家臨時備蓄

政策の対象に追加された。買付価格は、市場価格、食糧栽培コスト、農民の収益などの要

素によって決定されている。実施期間は、その年に新たに収穫された農産物の買付時から

3 カ月余りである。 
2008 年以降、国内のもみの供給には余剰が出てきた。このため、国家発改委などの 5

政府部門・機関はもみの市場価格を維持させるため、もみの臨時買付を 3 回実施した。も

みの価格が安定的に上昇するようになった後、臨時買付は実施されていない。 
トウモロコシと大豆の国家臨時備蓄政策は、主として東北の主要生産省･自治区（内モン

ゴル自治区、遼寧省、吉林省、黒龍江省）で実施されている。トウモロコシの買付価格は

第 1 回目以降、変わっていないが、省･自治区によって多少のバラつきがあり、平均して

0.75 元／斤である。大豆の買付価格は 2009 年末までは変わらなかったが、栽培コストの

上昇に伴い、2010 年に 1.87 元／斤へ引き上げられた。 
なたねの国家臨時備蓄政策は、主として湖北省、四川省、安徽省などの 17 の主要なた

ね生産省･自治区で実施されている。2010 年 5 月に、5 政府部門・機関が『2010 年なたね

買付関連事業の取組みに関する通知』を公布し、2010 年のなたね買付価格を前年より 0.1
元／斤増の 1.95 元／斤に引き上げた。 
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図表 1-3-4 国家臨時備蓄政策の買付計画の推移 

 第 1 回目 第 2 回目 第 3 回目 第 4 回目 第 5 回目 第 6 回目 2009 年 2010 年 

実施期間 

2008 年

10 月～

不明 

2008年12

月～不明 

2008 年 12

月～09 年 4

月 

2009 年 

1～4 月 

2009 年 

2～4 月 

2009 年 

4～6 月 

2009 年 

6～12 月 

2009 年

12 月～

10年 4月 

2010 年 

5 月～11

年 2 月 

も

み 

買付価格 

（元/斤） 
ジャポニカ米：0.92、早期インディカ米：0.955、晩期インディカ米：0.94 

買付量 

（万トン） 
1,000 750 0 500 0 0 0 0 0 

ト

ウ

モ

ロ

コ

シ 

買付価格 

（元/斤） 
内モンゴル自治区・遼寧省：0.76、吉林省：0.75、黒龍江省：0.74 

買付量 

（万トン） 
500 500 

2,000 

（内モンゴ

ル自治区：

330 、遼寧

省：350、吉

林省：870、

黒龍江省：

450） 

0 

1,000 

（内モンゴル

自 治 区 ：

100 、 遼 寧

省： 200、吉

林省： 500、

黒龍江省：

200） 

0 0 制限なし 0 

大

豆 

買付価格 

（元/斤） 
1.85 1.87 

買付量 

（万トン） 
150 150 0 300 0 

125 

（内モンゴル

自治区：20、

吉林省：5、

黒龍江省：

100） 

0 制限なし 0 

な

た

ね

の

種

子 

買付価格 

（元/斤） 
- 1.85 1.95 

買付量 

（万トン） 
- 

500 

（湖北省、

四川省、

安徽省な

ど 17の省･

自治区） 

0 

500 

（湖北

省、四川

省、安徽

省など 17

の省･自

治区） 

中国政府 HP、国家食糧局 HP、中華糧ネットの関連政策、新聞記事を基に作成。 

（注）「－」は当該農産物品目を対象とする国家臨時備蓄政策が実施されていないことを指す。 

 
国家臨時備蓄政策は、最低買付価格政策同様に、実施期間において市場価格が買付価格

を下回ると実施される。 
中備糧会社は国務院からの委託を受けて、その支社または備蓄食糧の備蓄代理資格を持

っている国有・民営食糧企業に対して、買付価格で一定買付量を上限に農産物を買い付け

ることを委託する。また、なたねや大豆は搾油作物であり、中備糧会社は油脂加工企業に
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なたね全量をなたね油に、一部の大豆を豆油に加工し、保管することを委託する。国家臨

時備蓄の買付費用についても、中備糧会社が農業発展銀行から融資を受け、販売後に銀行

に返済する。保管費用と貸出利息は中央財政補助金が負担する。 
臨時備蓄政策で市場供給を確保する必要がある場合、買付けられた農産物は国家食糧局

が指定した食糧卸売市場で公開競売の形で販売される。最低販売価格は、財政部が買付価

格、保管費用、貸出利息などの諸費用から総合的に決定し、市場需給に応じて調整する。 
このほか、油脂加工企業の買付への参加を奨励するために、国家食糧局、財政部、国家

発改委は一部の中央直属の食糧食用油企業に、また、17 のなたね主要生産省･自治区政府

は地方の国有・民営油脂加工企業に、政府の買付価格を下回らない価格でなたね買い付け

となたね油加工を委託する。なたねは国家臨時備蓄とされず、委託先各社が加工したなた

ね油を自主的に販売し、損益も各自が負担する。中央財政は委託先企業に 0.1 元／斤の補

助金を与えるが、なたねの市場価格が一定の水準（買付価格＋補助金＋0.05 元／斤）を上

回れば、補助は中止する 47

 
。 

3） まとめ 
最低買付価格政策と国家臨時備蓄政策は、いずれも重点農産物品目を対象に合理的価格

水準を維持することによって、農民の所得引上げを目的とするものである。二者の違いと

して、国家臨時備蓄政策の買付価格は最低買付価格政策の最低買付価格より高いことが挙

げられる。また、最低買付価格政策が狙っているのは最低保障効果で、それに対して、国

家臨時備蓄政策の市場価格調節は状況に応じて柔軟に補足的な働きを果たしている。最低

買付価格政策は比較的早い 2004 年に導入され、対象品目は最も基本的な食糧のもみと小

麦である。一方、国家臨時備蓄政策は 2008 年以降に導入され、対象はトウモロコシなど、

もみや小麦に比べて重要度が低い品目である。これら 2 つの政策が重なった対象品目はも

みだけで、ほかの対象品目は重なっていない。 
2 つの政策に共通した対象品目であるもみに関して、2008 年のもみの最低買付価格政策

による最低買付価格は 0.77～0.82 元／斤で（図表 1-3-2）、当時のもみの市場価格がそれを

上回ったため、各省･自治区では、もみの最低買付価格政策を実施しなかった。しかし、同

年、もみの生産に余剰が出てきた状況において、市場価格の下落を防ぎ市場価格を刺激す

るために、もみの国家臨時備蓄政策が実施された。買付価格はもみの最低買付価格を上回

る 0.92～0.955 元／斤とされた（図表 1-3-4）。 
国内で生産される食糧のほか、輸入小麦も国家臨時備蓄とされることがある。中国は、

主として国内生産で不足している良質の小麦を輸入しており、その際、輸入関税割当管理

を実施している。国家発改委と商務部が共同で輸入業者（国有と民営輸入業者を含む）に

輸入割当を発給する。輸入小麦については、中備糧会社が国家臨時備蓄として輸入会社か

                         
47 「2009 年なたねの種の買付事業への取組に関する通知」（国家食糧局 HP、2009 年 6 月 1 日）、「2009
年なたねの種の買付関連事業への取組に関する通知」（国家食糧局 HP、2010 年 6 月 3 日）を基に作成。 
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ら買い付け、更に市場供給を確保するために食糧卸売市場で公開競売で販売することもあ

る。 
 

（2） 運用実態 
図表 1-3-5 に示すように、2008 年のほか、導入した年の 2004 年にも市場価格が最低買

付価格を上回ったため、各省･自治区ではもみの最低買付価格政策を実施しなかった。この

2 年を除いて、2005 年以降、毎年もみの最低買付価格政策を実施している省･自治区があ

る。一方、小麦の最低買付価格政策は、導入以来、毎年実施している省･自治区がある。中

央政府に指定された実施省･自治区を見ると、小麦の実際買付量は、毎年、もみの買付量を

大幅に上回っている。 
2008 年 10 月にもみの国家臨時備蓄政策が初めて実施されてから 2009 年までの間に、

もみの実際買付量は 1,434 万トンとなり、同時期のもみの国家臨時備蓄政策の買付計画の

63.7%を達成した。2008 年 10 月～09 年 6 月の間、トウモロコシと大豆については、それ

ぞれの国家臨時備蓄政策の買付計画の 89.3%、68.1%を達成した。なたねは 2009 年に国

家臨時備蓄政策の買付計画の 81%に達した 48

実施において、最低買付価格政策と国家臨時備蓄政策は共通した問題を引き起こしてい

る。食糧企業が中備糧会社から委託を受け農産物を買付・貯蔵するときに、買付費用、保

管費用などの費用の一部が支給されないことが起きている。例えば、黒龍江省の一部地域

では、2009 年に財政補助金で負担されるべき保管費用は 70 元／トンであったが、委託先

食糧企業は 50 元／トンしか受け取ることができなかった

。 

49

 

。また、買い付けられた農産

物が売り切れていないうちに新しい買付が始まった場合、中備糧会社や委託先食糧企業の

在庫が積み上がり、順調な買付に影響を与えてしまうという問題も存在している。 

                         
48 『2009 年中国農業発展報告書』（中国農業出版社、2009 年 10 月）、及び中国政府 HP、国家食糧局 HP、
中華糧ネット、新疆食糧ネットの関連政策、新聞記事により推計。 
49 「在庫圧力が食糧庫の経営を試す」中国経済時報、2009 年 8 月 31 日。 
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図表 1-3-5 最低買付価格政策・国家臨時備蓄政策の実際買付量の推移 

政策 品目 
2005 年 

（万トン） 

2006 年 

（万トン） 

2007 年 

（万トン） 

2008 年 

（万トン） 

2009 年 

（万トン） 

最低買付価格政策 
もみ 257 1,223 238 0 850 

小麦 - 4,093 2,895 4,203 4,005 

国家臨時備蓄政策 

もみ - 1,180 254 

トウモロ

コシ 
- 1,330 約 2,300 

大豆 - 65 約 429 

なたねの

種子 
- 405 

（資料）中華糧ネットのデータコーナー、『2009年中国農業発展報告書』（中国農業出版社、2009年 10月）、

「近年国家食糧食用油備蓄政策の回顧と分析」（新疆食糧ネット、2009年 6月 29日）の内容を基

に作成。 

（注 1）2009年のトウモロコシ、大豆の国家臨時備蓄政策のデータは同年 9月までのもの。 

（注 2）「－」は当該農産物品目の最低買付価格政策または国家臨時備蓄政策が導入されていないことを示

す。 

 
 
4． その他の農業生産者の所得確保政策 

（1） 貧困扶助事業 
中国の貧困人口とは、年収が中央政府に規定された国家貧困基準（「農村貧困基準」とも

言われる）を下回る人口を指す。国家貧困基準は、毎年、国家統計局が 1 人の人間が 1 日

当たりに必要な栄養摂取量などの要素で試算、確定し、同年の『中国農村貧困観測報告書』

を通じて発表される。 
中国の貧困扶助事業は、中央政府主導のもとで改革開放初期の 1978 年に始まった。2008

年末までに、中国の人口は 9.6 億人から 13.3 億人へ増加したが、貧困人口は 2.5 億人から

2000年に 3,209万人へ激減し 50、貧困発生率 51

 

も 26%から 2%へと低下した（図表 1-4-1）。
その後、2001 年には、貧困人口統計方法の調整で国家貧困基準が大幅に引き上げられ、従

来の低所得層が貧困層に区分されたことで、貧困人口は 9,030 万人へ急増した。しかし、

2008 年には、貧困人口は 4,007 万人へと減少した。このように、改革開放後の 30 年間、

国内の人口が緩やかに増加してきた中にあって、貧困人口と貧困発生率はいずれも大幅に

減少した。 

                         
50 『中国農村貧困観測報告書』（2001 年版）、中国統計出版社、2002 年。 
51 貧困発生率とは、貧困人口が同地域総人口に占める割合を指す。 
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図表 1-4-1 中国の総人口と貧困人口の推移 
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（資料）『中国農村貧困観測報告』（2001～09 年各年版）、中国統計出版社。『中国統計年鑑』（2001～

09年各年版）、中国統計出版社。 

 
1978～2008 年の間に、国家貧困基準が年間 100 元／人から 1,196 元／人へと引き上げ

られた（図表 1-4-2）。前述したように、2001 年には貧困人口の統計方法が大きく調整さ

れ、1 人当たり所得基準が 630 元から 872 元へと大幅に引き上げられた。一方、この 30
年間に中国農村住民の 1 人当たり可処分所得は 134 元から 4,761 元へ上昇した。1978 年

に、国家貧困基準は全国農村住民 1 人当たり可処分所得の約 4 分の 3 に相当していたが、

2008 年には 4 分の 1 にまで低下している。貧困人口の減少と国家貧困基準の変化から見

れば、この 30 年間で進められてきた貧困扶助事業によって、現在の中国農村は既に普遍

的な貧困状況から抜け出した。農民の所得水準の上昇は貧困脱却の水準を大きく超え、農

民たちはかなり裕福になってきたと言える。 
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図表 1-4-2 全国農民 1人当たり可処分所得及び国家貧困基準の引上げ 
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（資料）『中国農村貧困観測報告書』（2001～09年版）、『中国統計年鑑』（2010年版）、騰訊ネット財経

コーナー及び中国貧困扶助情報ネットを基に作成。 

 
中国政府は、貧困人口が集中しかつ貧困扶助事業が比較的困難な地域を対象に、貧困扶

助事業を重点的に展開してきた。2001 年に国務院が制定・公布した『中国農村貧困扶助開

発綱要（2001～10 年）』では、592 の国家貧困扶助事業重点県（以下「貧困扶助重点県」

または「国家レベル貧困県」と略称）を定めた。これは全国 2,858 の県・県レベル市の 21%
を占める（図表 1-4-3）。特に、西部 11 省・市・自治区では、貧困扶助重点県は県・県レ

ベル市全体の 3 分の 1 以上を占める。貧困扶助重点県の貧困人口は全国貧困人口の 55%以

上を占めている（図表 1-4-4）。また、チベット自治区については、自治区全体が貧困地域

に当たり、全面的に貧困扶助政策が実施されている。 
このように、貧困問題は主として中国西部地域に集中している。近年、中国政府が貧困

扶助事業を強力に推進していることに伴い、貧困扶助重点県の貧困人口が全国貧困人口に

占める割合は 60.4%へ上昇している。これは、非貧困扶助重点県における貧困人口の減少

スピードが、貧困扶助重点県における貧困人口の減少スピードを上回っていることを意味

し、貧困扶助重点県の貧困扶助事業がかなり困難であることを示唆している。 
貧困扶助事業は都市と農村を問わず展開されるが、都市の生活水準が一般に農村より高

いため、現状、貧困扶助事業の実施は、ほとんどが農村地域に限り、対象も農家に限られ

ている。 
 
 



 
 

48 

図表 1-4-3 地域別貧困扶助重点県の県・県レベル市における割合 

地域 県・県レベルの市 貧困扶助重点県 
割合 

（％） 

全国 2,858 592 20.7% 

西部地域 

貴州省 88 50 56.8% 

雲南省 129 73 56.6% 

甘粛省 86 43 50.0% 

陜西省 107 50 46.7% 

重慶省 40 14 35.0% 

青海省 43 15 34.9% 

寧夏回族自治区 22 8 36.4% 

内モンゴル自治区 101 31 30.7% 

新疆ウィグル自治区 98 27 27.6% 

広西チワン自治区 109 28 25.7% 

四川省 181 36 19.9% 

西部地域合計 1,004 375 37.4% 

中部地域 

山西省 119 35 29.4% 

湖北省 103 25 24.3% 

河北省 172 39 22.7% 

河南省 159 31 19.5% 

安徽省 105 19 18.1% 

湖南省 122 20 16.4% 

江西省 99 21 21.2% 

吉林省 60 8 13.3% 

黒龍江省 128 14 10.9% 

中部地域合計 1,067 212 19.9% 

東部地域 
海南省 20 5 25.0% 

東部地域合計 20 5 25.0% 

（資料）『中国統計年鑑』（2010年版）、『中国農村貧困観測報告書』（2002年版）などを基に作成。 

（注）東部、西部と中部地域の分け方は国家統計局の 2003年 8月付の発表による。 

 
図表 1-4-4 貧困扶助重点県の貧困人口の全国農村貧困人口に占める割合 

年 
全国農村貧困人口 

（万人） 

貧困扶助重点県 

の貧困人口 

（万人） 

貧困扶助重点県の人口が全国貧

困人口にに占める割合 

（%） 

2002 年 8,645 4,828 55.9% 

2003 年 8,517 4,709 55.3% 

2004 年 7,587 4,193 55.3% 

2005 年 6,432 3,611 56.1% 

2006 年 5,698 3,110 54.6% 

2007 年 4,320 2,620 60.7% 

2008 年 4,007 2,421 60.4% 

（資料）『中国農村貧困観測報告書』（2008年版）、中国統計出版社、2009年。 
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1） 中国国家貧困扶助計画の展開 
中国の貧困扶助事業は、単純な「救済」よりも、貧困層の資産蓄積と資産移転を通じて、

彼らに収入を得る機会を提供しようとしている。貧困扶助は主に以下の 3 つの事業形態が

ある。 
①貧困地域の農家、自営業者などに対して低利融資または利子補給を行う。 
②貧困地域の農家に貧困扶助資金を直接支給する。 
③各中央省庁が貧困地域で「以工代賑」及び貧困扶助事業を組織・実施する。 
 
「以工代賑」とは、直接的な救済の代わりに政府部門が貧困地域でインフラ整備を行い、

地域の貧困層に整備事業に参加してもらい、労働報酬を与えることを指す。1996～2007
年にかけて、中国政府は貧困地域の小規模農地水利整備に「以工代賑」の形で 248 億元を

投資した。小規模の水源と用水路の新設・改修・拡充を通じて、8,000 万ムー（533 万ヘ

クタール）を超える耕地の有効灌漑面積が生み出された 52

他方、貧困扶助事業とは、政府機関が明確な目的を持って貧困地域に対して人材と物資

を支援して、地方の貧困層の生活の質や教育水準の向上に取り組むことを指す。例えば、

貧困地域の学校に教師を派遣したり教科書を供与することで地方の教育水準を向上させる

ことや、貧困地域の農村病院に医療関係者を派遣したり医薬品を供与することで、地方の

貧困層の衛生・健康状況を改善すること、などが挙げられる。「以工代賑」と貧困扶助事業

は、下図表に示すように、生産・生活の各方面に及んでいる（図表 1-4-5）。 

。 

 
図表 1-4-5 「以工代賑」と貧困扶助事業 

関係する業種 関連事業 

農林牧漁業 土地整理事業、天然林資源の保護、グリーンハウスなど 

農産物加工業 農産物加工の施設、生産ラインの整備・拡充 

インフラ整備 電力施設の整備、飲料水（人・家畜）設備、テレビ受信施設など 

教育訓練 貧困児童の入学、文盲一掃、技術訓練への経済的援助など 

医療衛生 地元医務室と施設の整備など 

（資料）『中国農村貧困観測報告書』（2008年版）、中国統計出版社、2009年。 

 
2） 国家貧困扶助事業の歩み 

1978 年以来、貧困扶助事業は概ね以下の 4 つの段階を辿ってきた。各段階で貧困扶助

政策の重点が異なっている。 
 
①農村改革と一般的貧困扶助（1978～85 年） 
1949 年の建国後も中国の経済発展のスピードは遅かった。特に、1960 年代半ば以降 10

年間の文化大革命の後遺症で、70 年代末には社会全体が貧困の窮地に陥っていた。改革開

                         
52 『中国農村貧困観測報告』（2007 年版）、中国統計出版社、2009 年。 
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放が始まったばかりの 1978 年に、中国政府は農村経済成長を支援するための一連の政策

を打ち出し、貧困扶助戦略を開始した。その中で最も重要なものは農村における「家族請

負責任制 53

農村経済改革の推進によって、農村経済は急速に成長し、農民 1 人当たり可処分所得は

1979 年の 160.7 元から 1985 年には 397.6 元へと、年平均 15%の伸び率で増加した。イン

フレ要素を除いた実質伸び率では 11%である

」の土地改革であった。同改革によって、農家は土地使用権と余剰農産物の所

有権を得たため、生産意欲が大いに高まった。同時に、政府は農村における分配システム

と農産物の買付・販売価格体制の改革も始めた。 

54

 

。農民収入の増加は、全面的な貧困削減に

つながった。貧困人口は 1978 年の 2 億 5,000 万人から 1985 年には 1 億 2,500 万人へと

減少し（図表 1-4-6）、農村人口に占める貧困層の割合も 30.7%から 14.8%へ低下した。貧

困人口の減少は年平均で 1,786 万人に達し、中国の貧困削減スピードが最も速かった時期

でもあった。 

図表 1-4-6 貧困扶助事業の 4つの段階及び各段階における貧困人口の減少 

年 段階 貧困人口の減少幅 貧困人口の減少比率 

1978～85 年 農村改革と一般的貧困扶助 2.5 億人→1.25 億人 50% 

1986～93 年 
明確な目的性を持つ開発型貧困

扶助計画 
1.25 億人→8,000 万人 36% 

1994～2000 年 「八七貧困扶助攻堅計画」 8,000 万人→3,200 万人 60% 

2001～10 年 新世紀農村貧困扶助開発計画 9,029 万人→4,007 万人 45% 

（資料）『中国農村貧困観測報告』（2008年版）、「中国における農村貧困扶助：回顧と展望」（北京農業情

報ネット、2007年 3月）を基に作成 

（注）2001年以降、中国政府が低所得人口を貧困人口に変更したため、絶対人数が増えた。 

 
②明確な目的を持つ開発型貧困扶助計画（1986～93 年） 
80 年代半ば頃になって、農村経済の成長と貧困解消のスピードが鈍化し、特に地域間の

経済格差が次第に問題になってきた。1986 年以降、中国政府は農村発展の不均衡が解消さ

れないことや、多くの貧困層が衣食を充足していない状況にあることを踏まえ、組織的、

計画的に大規模な「開発型貧困扶助」活動を始めた。まず、中央政府が貧困基準を定め、

258 の国家レベルの貧困県を指定した。次に、貧困扶助基金を設けるとともに、貧困地域

と貧困層に対する優遇政策を策定し、以下のような明確な目的を持つ開発型貧困扶助戦略

を打ち出した。 
まず、開発型貧困扶助戦略とは、貧困地域の経済開発の推進を目的とし、政府出資の事

業を手段として、貧困地域の労働者に雇用機会を提供することによって、農民を貧困から

脱却させる施策である。同戦略の特徴として、次の 3 つが挙げられる。第 1 は、貧困地域

                         
53 「家族請負責任制」とは、農民が世帯を単位に村から農地を請け負い、その農地の上で農業生産し、損

益を自己責任で負うことを指す。農地の請負期限は 30 年で、更に更新することも可能である。 
54 『中国統計年鑑』（2010 年版、中国統計出版社）を基に計算。 
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や貧困層が従事する農業・非農業生産などの経営活動への支援によって、貧困層の収入と

消費水準を向上させることである。第 2 は、農村のインフラ整備によって、貧困地域の生

産・生活条件を改善させることである。第 3 は、労働能力と生産資源を持つ貧困層を対象

とすることである。 
これらに加えて、この時期におけるもう 1 つの貧困扶助政策として、農村労働力の移動

を奨励したことが挙げられる。1986 年以降、中国政府は相次いで関連政策を打ち出し、農

村労働力の地域間移動、都市・農村間の移動、及び貧困地域からの労働力輸出をそれまで

の黙認の姿勢から奨励へと方針転換し、農村余剰労働力を減少させると同時に都市の労働

力需要を充足させ、その過程において、貧困層に自らの労働で貧困から抜け出させるとい

う一石三鳥の効果を狙った。 
しかし、1986～93 年の間、中国政府は明確な目的を持つ開発型貧困扶助を実施してい

たにもかかわらず、1993 年時点で農村貧困層には依然として 8,000 万人が存在し、1985
年以降、年平均で約 560 万人しか減少しなかった 55。これは、主として中国の経済成長が

減速しはじめたことによる。それまでの高度成長を経て、この時期の経済成長は巡航速度

に低下してきた訳である。1 人当たりの農業生産の伸び率は 1978～85 年の 9.7%から 3.4%
へと低下し、農民 1 人当たり可処分所得の増加率も 12.2%から 2%へ低下した 56

 

。更に、

貧困地域の分散が進んだことが貧困削減を一層困難にさせた。 

③『八七貧困扶助攻堅計画』（1994～2000 年） 
1980 年代末から 1990 年代初めにかけて、農村貧困人口の減少が鈍化したことや貧困扶

助の困難さが増したことに対して、1994 年に国務院は『国家八七貧困扶助攻堅計画』を発

表した。貧困扶助事業の政策と措置を強化し、開発型貧困扶助と参加型貧困扶助を並行し

て実施し、7 年間をかけて約 8,000 万人の農村貧困層の衣食問題を基本的に解決する目標

を立てた。参加型貧困扶助事業では、貧困地域の住民が貧困扶助事業の選定、実施、監督、

管理などに参加するとともに、貧困村の村委員会が貧困地域の貧困扶助事業を直接申請す

ることができるようになった。すなわち、事業は、許可された後、監督、管理がすべて貧

困村によって直接行われることになった。 
『八七貧困扶助攻堅計画』の主要措置は以下の通りである。 
(ア)貧困農民に、土地改良、耕地整備、経済作物と果樹の栽培、畜産業生産の拡大など

の面で支援する。 
(イ)多数の郷・鎮に道路と電気を供給し、多くの貧困村の飲料水（人・家畜）問題を解

決する。 
(ウ)初等義務教育と初級予防・医療保健を普及させる。 
(エ)より多くの貧困層を支援できるように、国家レベル貧困県を見直す。新たに定めら

                         
55 「中国の農村貧困扶助：回顧と展望」北京農業情報ネット、2007 年 2 月 14 日。 
56 『中国統計年鑑』（2003 年版）、中国統計出版社、2004 年。 
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れた 592 の国家レベル貧困県は、中国の農村貧困人口の 72.6%をカバーする。沿海

地域の国家レベル貧困県への支援を減らし、貧困扶助の重点を中西部地域へ移す。 
(オ)貧困扶助資金の管理を強化することによって、貧困扶助資金の流用の抑制と貧困扶

助投資の持続可能性の向上を図る。 
(カ)各レベルの共産党・政府機関、沿海省市と重要都市、及び国内外の機関の貧困扶助

への参画を呼び掛ける。 
 
1994～2000年に、農村貧困人口は8,000万人から3,200万人へと減少し、国家「八七貧困

扶助攻堅計画」の目標はほぼ達成された。この期間に、毎年平均して700万人近くの貧困人

口が減少した。年平均減少率は12.3%と、1978年以来の平均貧困削減のスピードを3.6ポイ

ント上回り、貧困扶助政策は明確な目標と計画の下で強い効果を上げた。詳しく見ると、

国家レベル貧困県の貧困人口は、1994年の5,858万人から2000年には1,710万人へ大きく減

少した。同時に、貧困地域の生活水準も著しく改善した。また、「八七貧困扶助攻堅計画」

の実施期間において、592の国家レベル貧困県で、基本耕地6,012万ムー（400万ヘクタール）

と道路32万kmを整備し、送配電線36万kmを架設し、5,351万人と4,836万頭の家畜の飲料

水問題を解決した。電気、道路、郵便、電話を整備した行政村は、それぞれ95.5%、89%、

69%、67.7%に達し57

 
、更に一部の村は全国平均水準を上回った。 

④新世紀の農村貧困扶助計画（2001～10 年） 
中国の貧困人口数が大幅に減少するにつれて、貧困層の分布は分散化する傾向を強めて

きた。そのうえ、農村の貧困層は、総じて自然条件が悪く交通が不便で経済が非常に遅れ

ている僻地に分布していた。 
このような貧困削減の新しい局面に対処して、中国政府は新しい『農村貧困扶助開発綱

要（2001～10）』（以下『綱要』と略称）を公布し、21 世紀の最初の 10 年間に、それまで

取り残されてきた 9,000 万人の貧困層の衣食問題を解決し、並行して、既存の貧困扶助事

業をより確かなものにするとの方針を明確にした。 
『綱要』では、（ア）貧困扶助事業を村単位で推進すること、（イ）農村労働力の都市へ

の移動を促進するための訓練と産業化貧困扶助に重点的に取り組むこと、（ウ）資金管理体

制を改革し貧困扶助体制を充実させること、などを明確にした。 
この時期に実施された貧困扶助政策の中身は以下の通りである。 
第 1 は、国家レベル重点県と貧困扶助重点村をあらためて定め、重点対象地域を県から

村へと絞る。東部地域のすべての国家レベル貧困県について指定を取り消す。ただし、中

国全体での国家レベル貧困県の総数である 592 は維持する。 
第 2 は、村レベルでの貧困扶助事業計画を策定し、村単位で貧困対策を推進する。産業

                         
57 「温家宝氏、『期限通りに貧困扶助攻堅目標を確保する信念を固める』と中央貧困扶助開発作業会議に

おける発言」国務院貧困扶助事務局、1999 年 6 月 8 日。 
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化貧困扶助と労働力移動訓練を同時に推進する。 
 
村を単位にしたのは、大量の資金とその他の資源を利用して、短時間で対象とされる地

域のインフラ、社会サービス施設、生産・生活条件を改善することによって、村ごとに貧

困層を削減するためである。 
産業化貧困扶助は、地場産業の振興、生産基地の整備、優遇政策の供与、先導企業（リ

ーダー企業）の育成、先導企業の牽引などによって、企業と農家が一体となって産業振興

を進めることを含む。主要政策として、国家先導企業の資格認定や管理、国家貧困扶助先

導企業への財政支出や政策金融、税制、土地使用などに関する優遇政策の提供などが打ち

出された。例えば、内モンゴル自治区赤峰市敖漢旗は、草原興発敖漢肉鶏屠畜場、黄羊洼

草業有限責任会社などの先導企業を相次いで誘致した。これらの企業を中心に生産・供給・

販売を一体化した産業チェーンが形成され、旗 58内の肉羊、肉牛、生豚、肉卵鶏といった

4 つの主要産業を育成した。また、肉羊畜産を中心とした産業化貧困扶助を強化するため

に、2008 年に 894 万 3,000 元の資金を投じて、1,300 世帯余りの畜産農家を育てた。この

ように、貧困村の肉羊や肉牛などの畜産業の経営状況を改善することによって、1,353 貧

困世帯、5,438 人の貧困層の 1 人当たり年間可処分所得が 550 元以上増加した 59

国務院貧困扶助事務局が組織・実施した貧困地域労働力の移動訓練は、主として貧困地

域に居住している 16～35 歳の小学校卒業程度の教育しか受けていない貧困農民を対象と

している。 

。 

この期間の初期に中国政府は国家貧困基準を引き上げ、低所得人口を貧困人口に変更し

たため、全国貧困人口総数は 2000 年末に 9,442 万人にまで増加した。農村貧困基準を 2001
年の 872元から 2008年に 1,196元にまで引き上げたが、貧困削減の効果は顕著に見られ、

全国貧困人口総数は 2008 年末には 4,007 万人に減少した（図表 1-4-1）。平均して毎年 680
万人が減少し、貧困発生率も 7%から 3%前後へ低下した。国家貧困基準が大幅に引き上げ

られたことに加えて、2003 年の新型肺炎や 2008 年の世界的な金融・経済危機などの外部

環境の悪化にもかかわらず、貧困削減が速いスピードで進んだことは、貧困扶助政策の有

効性を示唆している。 
 

⑤中国農村貧困扶助開発綱要（2011～20 年） 
30 年あまりの改革開放を経て、中国経済は急成長を遂げ、2010 年には日本を追い越し

て世界第 2 位の経済大国になった。しかし、中国の社会経済の平均的な水準はまだ低く、

多くの貧困地域と多数の貧困層人口が依然として存在している。自然災害の発生も多く、

貧困人口の増加圧力は大きく、貧困扶助の施策は引き続き重要である。 
今後 10 年間の中国の貧困扶助事業は、西部に集中する貧困地域に重点を置く。特に、

                         
58
 「旗」は内モンゴル自治区の県級の行政単位である。 

59 「敖漢旗農牧業産業化先導企業育成」中国赤峰市政府 HP，2008 年 12 月 20 日。 
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西部地域の旧革命根拠地、民族地域、国境地域などを優先的に支援し、産業連携、輸出振

興、技術移転、雇用促進といった多様な方法を通じて、優位性を持つ地場資源を活用し、

産業育成を促進する。貧困層の収入増加と貧困層の能力向上を実現するとともに、貧困扶

助重点県における農民 1 人当たり可処分所得の年平均増加率を、全国農民の平均水準以上

に高めることに取り組む方針である。これらの国家貧困扶助戦略と措置は 2011～20 年の

貧困扶助開発綱要に盛り込まれる予定である 60

 

。同綱要は、現在、国務院貧困扶助事務局

が関連部門と共同で起草・作成しており、2011 年初めに完成し実施される見込みである。 

3） 国家貧困扶助の組織 
貧困扶助戦略と計画を策定する最も重要な機関は国務院貧困扶助開発指導チーム（以下

「指導チーム」と略称）である。同指導チームは、中国政府が開発型貧困扶助戦略を打ち

出した 1986 年 5 月に発足した国務院の議事調整機関である。 
現在、指導チームを率いているのは国務院副総理の回良玉である。貧困扶助事業が貧困

地域の住民の生産・生活の多方面に関わっているため、指導チームのメンバーも各中央官

庁のトップから構成されている。具体的には、国務院弁公庁、国家発改委、財政部、農業

部、人民銀行、教育部、科学技術部、国家民族事務委員会、民政部、人力資源・社会保障

部、国土資源部、環境保全部、住宅・都市農村建設部、交通輸送部、水利部、商務部、文

化部、衛生部、国家人口・計画生育委員会、国家放送テレビ映画総局、統計局、林業局、

農業銀行、中華全国供給販売合作総社、全国総工会、団中央、全国女性連合会、中国障害

者連合会などである。 
指導チームの基本的責務は、①貧困地域の調査研究、②貧困地域経済開発の方針、政策、

計画の策定、③貧困地域の開発建設における重要問題の調整・解決、④貧困扶助事務局と

各中央官庁の貧困扶助活動の督促・検査、⑤総括・意見交換の実施・調整、などである。 
 

                         
60 「2011～20 年農村貧困扶助開発綱領起草報告会が開催」中央政府 HP、2010 年 3 月 17 日。 
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図表 1-4-7 各レベルの政府貧困扶助機関の関係 

 
（資料）『中国農村貧困観測報告書』（2008年版）、国務院貧困扶助事務局 HPの「機関概況」（2010

年 11月 15日取得）を基に整理作成。 

 
指導チームの傘下には、国務院貧困扶助事業指導チーム事務局（以下「貧困扶助事務局」

と略称）が設けられ、以下の日常活動を行う。 
①貧困扶助事業の政策、計画を検討・策定し、組織を形成し、実施する。 
②社会各界の貧困扶助事業を調整し、中央官庁の特定貧困扶助事業や東部発展地域の

西部貧困地域への支援などの貧困扶助協力事業を調整・組織する。 
③農村貧困層基準と国家レベル貧困県の支援基準の制定、国家レベル貧困県の確定と

取消の案を策定する。 
④貧困扶助に関連した統計と観測を組織・指導する。 
⑤中央貧困扶助資金の配分案の調整・策定、貧困扶助資金の使用の指導、検査と監督、

省を跨る重点貧困扶助事業の指導を行う。 
⑥貧困扶助キャンペーンを組織する。 
⑦貧困扶助に関する国際交流・協力を行う。 
⑧全国貧困地域幹部の貧困扶助研修を行う。 

 
図表 1-4-7 に示したように、貧困扶助重点県が所在する省、自治区、直轄市、市・県レ

ベル政府にもそれぞれ貧困扶助事業指導チームを設置し、国家貧困扶助事業計画に基づき、

省・市・自治区貧困扶助開発指導チーム 

（省・市・自治区貧困扶助事務局） 

県・旗貧困扶助開発指導チーム 

県・旗貧困扶助事務局 

省弁公庁、省発改委、省

財政庁厅、省農業庁など 

県弁公庁、県発改委、県

財政庁、県農業庁など 

郷貧困扶助専任幹事 

 

業務指導 

指導 

国務院弁公庁、国家発改

委、財政部、農業部など 

 

市弁公庁、市発改委、市

財政局、市農業局など 

 

指導 

指導 

指導 

指導 

指導 

業務指導 

業務指導 

指導 

指導 

業務指導 

国務院貧困扶助開発指導チーム 

（国務院貧困扶助事務局） 

市・州・盟貧困扶助開発指導チーム 

（市・州・盟貧困扶助事務局） 
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地域の具体的な実施計画を策定する。中央の貧困扶助資金が毎年初めに各省、自治区、直

轄市へ交付され、各省レベル政府が資金の使用を統一して管理する。省レベルの行政各部

門が事業を計画し、実施する。 
各中央官庁は、貧困扶助事業体系の中で、それぞれの役割を果たしている。例えば、各

官庁は、自らの管轄分野で「以工代賑」と貧困扶助事業を策定・実施する。具体的には、

国家発改委は「以工代賑」と貧困扶助事業の審査・許可を担当、財政部は貧困扶助資金の

予算や貧困扶助特定融資の利子補助を管理するとともに貧困扶助資金の配分に関与、農業

銀行は貧困扶助事業の請負企業への融資を実施する。 
 

図表 1-4-8 貧困扶助事業のプロセス 

 
（資料）『中国農村貧困扶助開発綱要』（2001～10年）を基に整理作成。 

 
図表 1-4-8 のように、国務院貧困扶助事業指導チームが貧困扶助戦略を策定した後、国

務院貧困扶助事務局は戦略綱要または計画を策定するとともに、その年の村ないし農家に

直接発給する貧困扶助資金を確定する。同時に、各業務分野を担当する官庁が綱要または

計画に基づき、貧困扶助事業を計画し、国家発改委の審査を受けてから、財政部と協議し

必要な拠出資金・融資資金を確定する。そして、財政部が貧困扶助の拠出資金・融資を省

レベルの財政部門（省財政庁）と中国農業銀行に交付する。 
 

4） 貧困扶助資金の財源、規模、用途 
1978 年に中国政府が貧困扶助事業を開始して以来、中国政府の貧困地域、貧困層に対す

る扶助政策措置は次第に充実してきた。資金規模が拡大し、以下のような多様な資金ルー

トから成る貧困扶助資金体系が形成されてきた。 
 

国務院貧困扶助開発指導チーム 

国務院貧困扶助事務局 

財政部 

農業部、教育部、科技部など 

中国農業銀行 

国家発改委 
プロジェクト申請 

審査許可 

貧困扶助戦略の策定 

調整 

融資資金の交付 

貧困扶助資金の確定 

融資・資金拠出の確定 

省財政庁 

貧困扶助資金の交付 
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①貧困扶助資金の財源 
貧困扶助資金の財源は大きく以下の 3 つである（図表 1-4-9）。 
第 1 は、中央財政から拠出される貧困扶助資金で、主として次のものを含む。 

(ア)中央貧困扶助低利子または利子補給融資： 
財政部が確定し、農業銀行と農村信用合作社を経由して、貧困地域の農家と郷鎮

企業の生産経営活動を支援するために拠出される資金である。 
(イ)中央財政貧困扶助資金： 

各中央官庁による公共投資や農村労働者の訓練などの貧困扶助事業（国家発改委

の審査許可が必要）、及び国務院貧困扶助事務局が貧困地域住民に支給する直接貧

困扶助資金に用いられる。 
(ウ)「以工代賑」の資金： 

各中央官庁が策定した農地水利、基本農地建設、道路整備、飲料水事業などの農

村インフラ整備事業（国家発改委の審査許可が必要）に用いられる資金である。 
(エ)中央特定「退耕還林・還草」（林地・草地の耕地化）補助金： 

国家林業局、国家発改委、財政部が共同で計画・確定する。 
 
第 2 は、地方政府が拠出する貧困扶助の資金である。通常、省レベル財政に拠出され、

省レベル財政庁が確定した後交付される。『財政貧困扶助資金管理方法』（財政部・国務院

貧困扶助事業指導チーム・国家発改委、2000 年 6 月）では、この種の資金は、上記の中

央財政貧困扶助資金の 30%を下回ってはならないと規定されている。 
第 3 は、外資を含む社会的資金である。例えば、各種の寄付金や貧困扶助基金などであ

る。資金の出所が比較的分散しているため、国務院貧困扶助事務局の外資プロジェクト管

理センターなどの部門によって管理・配分されている。 
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図表 1-4-9 国家レベル貧困県が受けた農村貧困扶助資金の財源と金額 
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（資料）『中国農村貧困観測報告』（2002～09年各年版）、中国統計出版社。 

 
全国の貧困扶助資金の財源と使用状況に関する統計がないため、以下では『中国農村貧

困観測報告書』における国家レベル貧困県のデータを利用して分析を行った。 
 

②貧困扶助資金の規模 
図表 1-4-9 に示されているように、2002 年以降、国家レベル貧困県が得た貧困扶助資金

は毎年 250 億元以上で推移し、2008 年には 367 億元に達した。2005 年と 2006 年に低下

したのは、中央貧困扶助利子補給融資が政策調整の影響で減少したことによる。 
資金の構成を見れば、中央政府が支出した貧困扶助資金が全体の 70～80%を占め、中核

的地位にある。また、地方の経済成長と社会貧困扶助の活発化につれて、地方政府と社会

的資金もより多く貧困扶助活動へ投じられるようになり、貧困扶助資金の出所は多様化し

ている。 
 

③貧困扶助資金の用途 
全般的に見れば、貧困扶助資金の大部分は生産事業とインフラ整備事業に投じられてい

る（図表 1-4-10、図表 1-4-11）。 
生産事業では、栽培業、林業、畜産・養殖業への投入割合が 2002 年以降増え続けてい

る。貧困扶助資金が農業に傾斜していることが示唆しているように、農民の収入水準を向

上させることが、主要な貧困扶助手段となっている。 
インフラ整備事業では、道路の新規整備・改修、飲料水（人・家畜）事業が大きな割合

を占めているほか、農民の居住環境と交通状況の改善が貧困扶助の重要な施策となってい

る。近年、これら分野への支出割合が低下しているのは、貧困地域の居住環境が大きく改

善されたためである。 
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図表 1-4-10 国家レベル貧困県における貧困扶助資金の使途（分野別） 
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（資料）『中国農村貧困観測報告書』（2006年版、2009年版）、中国統計出版社。 

 
 

図表 1-4-11 国家レベル貧困県へ投じた貧困扶助資金の使途（分野別） 

（億元） 

分野 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 

生産事業 

栽培業 25.2 22.2 26.2 23.8 31.5 39.4 48.8 

林業 27.0 37.4 45.9 43.3 48.1 53.6 55.7 

畜産・養殖業 22.9 24.7 25.5 24.1 27.0 31.5 40.5 

農産物加工 15.6 17.3 15.3 10.2 13.0 11.0 17.1 

その他の生産業 22.0 22.3 19.0 21.9 16.5 18.7 16.0 

合計 112.7 123.9 131.9 123.3 136.1 154.2 178.1 

インフラ整備事

業 

基本的な農地整備 12.3 16.8 16.7 15.6 14.5 13.9 16.0 

飲料水（人・家畜）事業 12.2 12.1 11.0 10.3 11.2 13.7 15.3 

道路新規整備・改修 49.4 36.1 34.6 35.5 38.6 47.6 62.6 

電力施設 14.5 37.0 26.9 16.6 12.1 10.1 9.7 

テレビ受信施設 1.6 1.7 1.4 1.1 0.9 1.0 0.9 

学校と設備 6.3 5.8 5.6 6.4 3.9 3.6 5.6 

保健室と施設 3.5 3.7 3.9 2.9 3.1 2.9 3.4 

合計 99.8 113.2 100.1 88.4 84.3 92.8 113.5 

訓練・教育事業 

技術訓練・技術普及 2.0 2.1 2.7 3.5 4.2 4.0 4.5 

児童教育・非識字者解

消 
1.8 2.0 2.3 2.4 2.5 2.9 2.3 

合計 3.8 4.1 5.0 5.9 6.7 6.9 6.8 

その他 30.8 35.8 53.5 45.2 53.6 60.1 66.5 

合計 247.1 277 290.5 262.8 280.7 314 364.9 

（資料）『中国農村貧困観測報告書』（2006年版、2009年版）、中国統計出版社年。 
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国家レベル貧困県において、貧困層の農家に直接支給する貧困扶助資金も増加している。

これは、貧困層の生活水準を引き上げ、貧困から抜け出すための最も直接的かつ効果的な

手段である。図表 1-4-12 に示すように、貧困扶助資金 1,000～5,000 元を受け取った貧困

層世帯が顕著に増える一方で、500 元以下の資金を受け取った貧困層世帯の割合は低下し

続けている。総じて、農家が直接受け取る貧困扶助資金の金額が大きくなればなるほど、

農家の生産規模の拡大や貧困からの脱却がしやすくなる。 
 

図表 1-4-12 国家貧困扶助重点県における農家が直接受け取る貧困扶助資金 
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（資料）『中国農村貧困観測報告書』（2002～09年版）、中国統計出版社。 

 
 

（2） 農村最低生活保障 
長期にわたり最低生活保障を受けられる都市住民と異なり、農民の収入と生活保障は土

地に頼るしかなかった。しかし、改革開放以降の土地制度改革は、土地が果たしてきた生

活保障の機能を次第に弱めてきた。ここ 30 年、貧困扶助の効果は顕著に表われたものの、

依然として一部の農民は衣食が満ち足りておらず、政府による基本的生活保障の支援を必

要としている。1990 年代初め以降、貧困扶助以外に、中国政府は農村における最低生活保

障制度も模索し始めた。 
2007 年以降、中国政府は、家計 1 人当たり年間所得が地域の最低生活保障基準より低

い農村住民を対象に、全国規模で農村最低生活保障制度を導入した。主として病気や障害、

高齢、労働能力喪失、劣悪な生活環境などにより恒常的に生活困難である農村住民が対象

である。農村最低生活保障制度に対して、貧困扶助制度の対象は家計 1 人当たりの年間所

得が農村貧困扶助基準を下回り、労働能力や労働意欲のある農村住民となっており、その

中には労働能力と労働意欲のある農村最低生活保障対象者も含まれている。 
 
中国の農村最低生活保障制度は以下の 3 つの段階を辿ってきた。 
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第 1 段階：テスト段階（1992～95 年） 
1992 年に、山西省民政庁が左雲県で率先して農村社会保障の試験的な導入を始めた 61

 

。

1994 年には、民政部が農村地域で地域の経済成長水準に適した社会保障制度を導入するこ

とを呼びかけ、同年、上海市が 3 つの区で農村最低生活保障の試験導入を開始した。更に

1995 年 12 月には、広西チワン族自治区の武鳴県が『武鳴県農村最低生活保障ライン救済

暫定方法』を公布した。これは、中国で初めての県レベルでの農村最低生活保障制度に関

する法令である。 

第 2 段階：普及段階（1996～2002 年） 
1996 年末に民政部は、『農村社会保障システム整備の加速に関する意見』を公布すると

ともに、『農村生活保障システム整備指導案』を策定し、全国 256 の県・市で試験導入を

開始した。1997 年末時点で、農村最低生活保障制度を導入した県・市は全国県レベル行政

地域の 35%の 997 に達した 62

 

。これらのうち、広東省や浙江省など経済が発展している省・

市は、あいついで『農村最低生活保障方法』を公布・実施した。 

第 3 段階：全面的な発展段階（2002 年～） 
2002 年の中国共産党第 16 回全国代表大会で、「条件を備えたところで、農村最低生活

保障制度の整備を推進する」との方針が初めて発表された。2006 年 12 月の中央農村工作

会議では、「都市と農村の住民を対象とした社会保障システムを整備し、全国規模で農村最

低生活保障制度を推進する。農村最低生活保障の範囲、基準を確定するとともに、導入し

た地域では制度の充実を奨励する。まだ導入していない地域では制度整備への支援として、

中央財政が財政困難な地域に適当な補助を与える」ことが明確にされた。2007 年 8 月、

国務院は、『全国での農村最低生活保障制度の整備に関する通知』を公布した。これにより、

農村地域の最低生活保障制度は全国的に整備される段階に入った。 
 

1） 農村最低生活保障の基準 
農村最低生活保障の基準は、所得水準の低い農村住民の基本的生活保障であるとともに、

農村住民の労働意欲を十分刺激することも考えて設定しなければならない。具体的には、

県レベルの地方政府が農民の基本的生活の物質的要求（食料、衣料、水、電気など）の充

足、地域の経済水準及び財政能力、地域の物価水準、農民の自助能力などの要素を総合的

に考慮した上で、地域の基準を定めて、上級地方政府へ報告し実施することになる。地域

の生活必需品の価格動向や生活水準の向上につれて、同基準も適宜調整される。 
農村家計の年間 1 人当たり可処分所得が地域の最低生活保障基準を下回れば、家計を単

位に最低生活保障手当を申請できる。手当には一時救済金と緊急救済金がある。前者は重

                         
61 「農村最低生活保障」中国三農諮詢ネット、2009 年 6 月 2 日。 
62 『社会保障学』武漢大学出版社、2010 年 2 月。 
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要な祭日などに一括して受け取れ、後者は緊急災害などを被った際に一括して受けられる。 
図表 1-4-13 に示したように、農村最低生活保障は、通常、世帯主が戸籍所在地の郷（鎮）

政府に申請するが、村民委員会が郷（鎮）政府から委託され、申請を受け付けることもで

きる。村民委員会は、申請者の家計状況の調査を行い、村民会議や村民代表会議における

評議を経てまとめられた意見を郷（鎮）政府へ報告する。そして、郷（鎮）政府が審査し

てから、県レベル政府の民政部門へ報告される。県レベル政府の民政部門は申請者の家庭

の収入、財産、労働力状況と実際の生活水準を審査し、更に、村民による民主的な評議の

意見も考慮して最終的な審査結果を出す。承認されれば申請者に最低生活保障金が発給さ

れる。 
農村最低生活保障の対象は農村戸籍を持つ農村住民だけである。出稼ぎに行っても、土

地が徴用されても、農村戸籍を保持しておれば、農村最低生活保障の対象となる。 
以上の申請・審査許可の過程において、村民委員会、郷（鎮）政府、県レベル政府の民

政部門は、いずれも農村申請者の状況を適時に公表しなければならない。 
最低生活保障金は、申請者家計の可処分所得と保障基準の差額が発給される。発給時期

は、毎月の地域もあれば、四半期ごとや半年ごとの地域もある。保障対象者は、保障金を

受け取ると同時に、村民委員会を通じて郷鎮政府に家計所得の状況を報告し、保障金の継

続を申請する。また、郷鎮政府と村民委員会は、補償対象者を定期的に審査する。 
農村最低生活保障金の発給方式は 2 種類ある。1 つは現金給付と現物救済を組み合わせ

た形で、もう 1 つはすべて現金給付の形である。大部分の地域では郷・鎮政府は金融機関

を通じて現金を給付し、村を通じて物資を給付する。各地域では農村最低生活保障制度を

導入するとともに、優遇政策も実施している。例えば、保障対象の医療費、子供の学費・

雑費などを減免し、住民の負担を低減させている。 
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図表 1-4-13 最低生活保障の申請・審査・許可のプロセス 

 

 
（資料）『国務院による全国農村最低生活保障制度の整備に関する通知』（2007年 8月）を基

に作成。 

 
2） 農村最低生活保障の資金源 
農村最低生活保障資金の調達は地方政府が中心となって進めている。各レベルの地方政

府が分担し、各レベル地方財政予算に盛り込んでいる。例えば、江西省の農村最低生活保

障に必要な資金は、省レベルと県レベルが 8∶2 の比率で分担している 63

 

。また、財政困難

な地域に対して、中央財政が適宜補助金を与えている。 

                         
63 『農村住民最低生活保障制度の整備に関する実施意見』（江西省民政庁、2006 年）。 
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図表 1-4-14 農村最低生活保障の支出計画と実際の支出状況 
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（資料）「毎月低保統計データ」（2007～10年版）、民政部計画財務司。 

 
図表 1-4-14 に示したように、2007 年に全国規模で農村最低生活保障制度が導入されて

から、全国の農村最低生活保障支出は増加傾向が続いている。四半期ごとの支出額は、2007
年から 2010 年第 2 四半期までの間に 5 倍に増加した。 

通常、第 4 四半期は、冬期のために第 1～3 四半期より保証金支出が増加し、翌年第 1
四半期になると保障金支出は減少する。しかし、2009 年第 1 四半期の農村最低生活保障

の実支出額は下落せず、逆に上昇を続けた。これは、世界的な金融・経済危機の影響を受

け、中国の多くの輸出企業が受注激減したことにより、農村からの出稼ぎ労働者が大量に

失業し、結果的に農村最低生活保障の支出増につながったからである。第 2 四半期以降、

状況は徐々に改善へと向かい、農村最低生活保障の支出も正常水準へと回復した。 
 

3） 農村最低生活保障の実施状況 
【範囲】 

2004 年に民政部が農村最低生活保障制度の実施状況の統計を採り始めた当初、同制度を

導入した地域はわずか 8 省だけであった。2007 年に国務院が『国務院による全国農村最

低生活保障制度の整備に関する通知』を出し、2009 年末には、全国 31 の省・直轄市・自

治区がすべて同制度を導入した。各省・市・自治区は、農村最低生活保障に関する管理方

法、実施意見、実施細則などの法令を制定・公布し、実施のための制度的保障が整備され

た。2009 年末時点で、中国全土で 2,879 の県が同制度を導入しており、国内の県レベル行

政地域の 99%以上をカバーしている（図表 1-4-15）。 
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図表 1-4-15 農村最低生活保障制度を導入した省・自治区・直轄市と県の数 

 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 

制度を導入した省・自治区・直轄市 8 13 23 31 31 31 

全国省レベル行政地域に占める比率 26% 42% 74% 100% 100% 100% 

制度を導入した県 1,206 1,308 2,133 2,777 2,846 2,879 

全国県レベル行政地域に占める比率 42% 46% 75% 97% 99% 99% 

（資料）民政部 HP、『民政事業発展統計報告書』（2004～09年版）を基に作成。 

 
【基準】 
図表 1-4-16 に示したように、2007 年に全国で農村最低生活保障制度を全面的に推進し

てから、貧困人口の継続的減少と貧困地域の生活水準の向上につれて、農村最低生活保障

の基準が毎年 15%以上の伸び率で上昇している。また、農村最低生活保障対象者への平均

支出額も毎年 30%以上の伸び率で増加している。 
 

図表 1-4-16 全国農村最低生活保障の平均基準と差額支給額 

 2007 年 2008 年 2009 年 

平均基準 70.0 元/人・月 82.3 元/人・月 100.8 元/人・月 

1 人当たりの差額支給額 38.8 元/月 50.4 元/月 68.0 元/月 

（資料）民政部 HP、『全国省級農村最低生活保障データ』（2007～09年版）を基に整理作成。 

 
図表 1-4-17 は、2010 年 11 月に各地域が発表した第 3 四半期の農村最低生活保障の基準

で、北京市、天津市、上海市、浙江省、江蘇省など経済が進んでいる地域での基準は相対

的に高い。一方、西部地域では、農村地域がまだ貧しい状況にあるため、基準は低い。 
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図表 1-4-17 地域別農村最低生活保障基準（2010年第 3四半期） 

省・直轄市・自治区 
農村最低生活保障基準 

（元/人・月） 
省・直轄市・自治区 

農村最低生活保障基準 

（元/人・月） 

北京市 270.00 湖北省 91.90 

天津市 298.80 湖南省 75.72 

河北省 93.18 広東省 166.04 

山西省 83.86 広西チワン族自治区 94.94 

内モンゴル自治区 148.41 海南省 166.19 

遼寧省 131.87 重慶市 122.51 

吉林省 108.88 四川省 82.08 

黒龍江省 108.08 貴州省 104.94 

上海市 300.00 雲南省 69.96 

江蘇省 240.56 チベット自治区 64.16 

浙江省 230.26 陜西省 80.59 

安徽省 104.06 甘粛省 72.63 

福建省 120.33 青海省 87.97 

江西省 108.37 寧夏回族自治区 69.30 

山東省 108.19 新疆ウイグル自治区 79.76 

河南省 81.96 － － 

（資料）『全国省レベル農村最低生活保障データ』（2010 年第 3 四半期）を基に整理作成、民政部 HP、

2010年 11月取得。 

 
比較のために、図表 1-4-18 に 2010 年 11 月の一部省・直轄市・自治区の第 3 四半期に

おける都市最低生活保障基準を取りまとめた。江蘇省を除き、農村最低生活保障基準より

100 元以上上回っている。都市と農村の生活水準と消費水準の差は依然として大きい。 
 

図表 1-4-18 一部の省・直轄市・自治区の都市最低生活保障基準 

（2010年第 3四半期） 

省・直轄市・自治区 
都市最低生活保障基準 

（元/人・月） 
省・直轄市・自治区 

都市最低生活保障基準 

（元/人・月） 

北京市 428.89 湖北省 240.71 

天津市 447.50 広西チワン族自治区 226.05 

河北省 249.85 重慶市 232.44 

黒龍江省 234.91 雲南省 199.60 

上海市 450.00 チベット自治区 305.75 

江蘇省 336.20 甘粛省 185.03 

新疆ウイグル自治区 181.75 － － 

（資料）「全国省レベル農村最低生活保障データ」（2010 年第 3 四半期）、民政部 HP を基に作成。デー

タの取得時間は 2010年 11月。 

 
【対象人数】 

2007 年第 1 四半期以来、農村最低生活保障を受ける人数と世帯数は増加し、2010 年第
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2 四半期にはそれぞれ 5,006 万人、2,405 万世帯に達した（図表 1-4-19）。 
2009 年の全国平均の農村最低生活保障基準を 100.8 元／人として計算すれば、年間所得

が 1,200 元以下の農村住民は約 3,400 万人と試算される 64

四半期ごとに見れば、2007 年に農村最低生活保障を受けた人数は、それ以前の四半期よ

り大幅に増加した。その背景として、2007 年に合計 11 の省・直轄市・自治区が農村最低

生活保障制度の法令を公布し、基準や支援方式などを明確にしたことが挙げられる。過去

のデータから見れば（図表 1-4-20）、2002 年以降、全国で保障制度の試験導入が開始する

につれて、保障を受ける人数が増加し、2007 年にピークとなった。2008 年以降は、貧困

人口が減少していることにより、保障を受ける人数の増加ペースが鈍化し始めた。これは、

農村最低生活保障基準を満たした人口のほとんどが農村最低生活保障制度に取り込まれた

ことを意味する。 

。一方、2009 年に農村最低生

活保障を受けた平均人数は約 4,500 万人いる。農村最低生活保障基準以下の農村住民は、

基本的に農村最低生活保障を受けていると言える。 

 
図表 1-4-19 農村最低生活保障を受ける人数と世帯数 
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農村最低生活保障の人数（左軸）

農村最低生活保障の世帯数（右

農村最低生活保障人数
の伸び率（右軸）

07/Q1 08/Q1 09/Q1 10/Q1 （年/期）
 

（資料）「農村最低生活保障月次統計データ」中国民政部計画財務司、2007～10年版。 

 

                         
64 『中国統計年鑑』（2010 年版）により試算。 
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図表 1-4-20 農村最低生活保障を受ける人数と年間伸び率 

 

-1,000
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4,000

5,000

2001 02 03 04 05 06 07 08 09 （年）

（万人）

-0.3

0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5
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（％）

 
（資料）「農村最低生活保障月次統計データ」（2001～09年版）、中国民政部計画財務司 HP。 

 
【問題】 
農村最低生活保障制度の実施において、主として以下 2 つの問題が存在している。 
第 1 は、法律面の監督機能が不十分なことである。貧困層は、教育水準が低いため、問

題意識や権利主張が弱い。しかし、このような貧困層から保障金を騙し取った者や、偽の

証明書を提示したり、証明書を偽造したりする機関や個人に対する明確な処罰措置がない。 
第 2 は、政府の末端行政組織に対する管理能力が脆弱なことである。農村最低生活保障

は関連する範囲が広く、受給対象者が多く、また自然条件、交通手段、事務処理手続きな

どの要因により、大量の人力や物資を必要とする。しかし、県レベル政府が農村最低生活

保障に振り向けることができる人数、経費、設備は不十分である。一部の郷レベル政府に

は専任の担当者もいないなど、問題は深刻である。 
第 3 は、農村最低生活保障に対する認識が不十分なことである。一部の村幹部は最低生

活保障を救済金と見なしており、村内で均等配分することもある。そのために、本来の受

益者である貧困農民の救済が十分に行われていない。 
 

 
5． 干ばつ・洪水などの災害補償 

（1） 政策のスキーム 
中国は自然災害が頻発する国で、予想できない自然災害がしばしば農民の生活や農業生

産に大きな損害をもたらしている。農民生活を保障し農業生産を回復させるために、中国

政府は被災農民向けの補助制度を整え、生活補助、生産補助、洪水貯留区域補償の 3 分野
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を中心に、資金補助を実施している。図表 1-5-1 に示したように、補助金は中央と地方政

府によって分担され、それぞれ、中央と地方政府の民政部門、農業（畜産）部門、水利部

門によって運用されている。 
 

図表 1-5-1 自然災害補助金の運用部門及び補助の内容 

 
 

 
『救災金の使用管理の一層の強化に関する通知』（民政部、1999 年）と『農業防災救災

資金管理方法』（財政部、2001 年）では、補助金は地方財政を中心とし、地方財力が不足

したり大型自然災害に見舞われた時などに中央政府は財政資金を拠出する、と規定されて

いる。ただし、図表 1-5-1 に示されているように、生産補助のうちの家畜殺処分補助と洪

水貯留区域補償は、中央財政と地方財政が一定の比率で分担する。 
中央及び各レベル地方政府は前年の被害状況、資金需要及びその年の災害予想状況に基

づき、毎年、予算の中で補助金の枠を確保する。生活補助と生産補助の中の農業生産救済

補助と農作物病虫害防止補助は、各レベル地方政府と中央政府が被害状況に応じて農民に

補助金を与える。農民が深刻な被害を受けた際に、数回にわたって補助することもできる。

一方、生産補助の中の畜禽殺処分補助と洪水貯留区域補償は、中央と地方政府が災害の損

害状況に応じて一括して補助を与える。 
中国では救災補助に関して多くの規定が制定されたが（図表 1-5-2）、災害救助法律制度

の歴史は新しく、体系的な整備が遅れているという問題があった。2010 年 7 月に国務院

が『自然災害救助条例』（2010 年 7 月）を公布したことで、ようやく自然災害救助システ

ムが整えられた。これまで不十分であった災害救助の準備措置、緊急対策メカニズム、救

助資金・物資管理などの問題が解決できるものと期待されている。 

生活補助 生産補助 洪水貯留区域補償 

農作物、畜産、林

業、住宅 、農業

生産機械、使役動

物、家庭用耐久消

費財などの水毀損

への補償 

・救災用種子補助 

・農業生産救済補

助 

・農作物病虫害防

止補助 

・家畜殺処分補助 

補

助

項

目 

農業部 水利部 民政部 

民政部門 農業(畜産)部門 水利部門 

・倒壊住宅復旧再

建 

・緊急生活救助 

・春期・冬期生活

補助 

・慰問金補助 

中央 

地方 

（資料）関連法令を基に作成。 
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図表 1-5-2 中央政府による自然災害補助金の関連法令 

類型 法規 補助金 補助範囲 

生活

補助 

・『救災金の使用管理の一層強化に関する通知』

（民政部、1999 年） 

・『特大自然災害救済補助費分配管理の規範化

に関する通知』（民政部、2002 年） 

・『災害緊急救助事業規程』（民政部、2004 年） 

・『災区民家復旧再建管理事業規程』（民政部、

2004 年） 

・『春期・冬期被災者生活救助事業規程』（民政

部、2004 年） 

・『自然災害救助条例』（2010 年 7 月） 

大型自然

災害救済

補助費 

・再建復旧、災害で倒壊した家屋の復旧再建と毀損した家

屋の修繕補助 

・緊急生活補助、突発的災害、被災者緊急救助、避難移転

と避難移転期間における被災者の臨時衣食住、医療などの

生活困難への対処 

・春期・冬期被災者生活補助、春期補助（3～5 月、一期作物

期間 3～7月）と冬期（12月～翌年 2月末）に被災者の食糧、

衣服・ふとん、病気治療の救済 

 

（『自然災害救助条例』で追加） 

・被災者家計への慰問金補助 

『民政事業費使用管理方法』（民政部、財政部、

1984 年） 

自然災害

救済事業

費 

・生活救済費：被災者が自力で克服できない食、衣服・ふと

ん、住宅復旧と災害による病気治療困難の解決、被災者の

基本的生活保障を前提とした上、適宜、被災者の自助努力

を支援する支出 

・避難、緊急救助、移転費：大型自然災害が発生した時の緊

急避難、緊急救助、被災者移転のための費用 

生産

補助 

『農業防災救災資金管理方法』（財政部、2001

年） 

農業生産

救災資金 

・救災用種子の購入補助 

・農業救災物資補助金 

・農作物病虫害防止に必要な物資及び総合防止技術と生態

コントロールのための補助 

・家畜免疫接種、伝染性疾病家畜の大量殺処分、消毒、無

害化処理などの補助 

農作物

防疫 

『中央財政の農作物病虫害防止補助

金管理暫定方法』（農業部、財政部、

2006 年） 

農作物病

虫害防止

補助金 

病虫害防止に必要な農薬、動力噴霧（煙）機、燃油と保護用

品支出の補助。 

動物防

疫 

・『動物防疫をより一層強化することに

関する通知』(国務院、2001 年) 

・『高病原性鳥インフルエンザ防止経

費管理暫定方法』（国務院、2004 年） 

・『口蹄疫防止経費の管理に関する若

干規定』（財政部、農業部、2001 年） 

・『動物防疫法』（2004 年実施、2007 年

改正） 

家畜殺処

分補助金 

・家畜疫病による大量殺処分補助金 

 

洪水

貯留

区域

への

補償 

・『洪水貯留区域補償暫定方法』（国務院、2000

年） 

・『国家洪水貯留区域財政補償金管理規定』（財

政部、2001 年実施、2006 年改正） 

『洪水貯留区域補償審査方法』（水利部、2007

年） 

洪水貯留

区域への

補償金 

洪水貯留区域内の住民への補償 

・農作物、畜産･養殖、営林への水害による損失 

・家屋の水害による損失 

・移転できない家庭農業生産機械、使役動物、家庭用耐久

消費財の水害による損失 

（資料）各法令を基に整理作成。 
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（2） 生活補助 
【政策のスキーム】 
中央政府と地方政府の被災農民生活補助金は、主に中央政府の大型自然災害救済補助費、

及び各レベル地方政府の自然災害救済事業費で賄われる（図表 1-5-2）。 
被災農民の生活補助は具体的に、①倒壊家屋復旧再建、②緊急生活救助、③春期・冬期

被災者生活補助などに分けられる。民政部が 2004 年に公布した『災害緊急救助規程』、『災

区住宅復旧再建管理規程』、『春期・冬期被災者生活救助規程』が生活補助について詳しく

規定している。2010 年 7 月には、『自然災害救助条例』の生活補助の中に、④慰問金補助

が追加された。また、地方政府は、地域の被災状況に応じて補助を追加することもできる。

例えば、甘粛省では 2010 年に、旱魃による飲料水補助を追加し、旱魃被災住民の基本生

活用水補助基準を 1 人につき 1 日当たり 6 キロとしている。 
生活補助の基準には、中央補助基準（図表 1-5-3）と地方補助基準がある。中央と各レ

ベル地方政府が被災状況に応じて補助基準を調整し、それぞれが補助基準に則って資金を

拠出する。例えば、2010 年 4 月に発生した青海省玉樹地震に際して、中央政府の被災者

の慰問金補助基準は 5,000 元／人で、省レベルの基準が 3,000 元／人である。また、2008
年に広西チワン族自治区政府が制定した省レベルの災害による倒壊家屋再建補助基準は

4,000 元／世帯で、南寧市が制定した市レベルの補助基準は「五保戸」65

社会経済の発展と救災管理メカニズムが整備されるにつれて、中央政府と地方政府の基

準が引き上げられているが、現段階では、まだ完全な災害補助基準システムは構築されて

いない。 

と最低生活保障

世帯につき 5,000 元／世帯、生活困難世帯につき 2,500 元／世帯、一般農家につき 1,500
元／人である。それぞれ、市と県（区）が 50%づつ分担する。 

 

                         
65 「五保戸」とは、農村地域で衣服・食事・住居・医療・葬式など基本的生活が保障されている世帯を指

す。主として、親族がなし、生活収入なし、労働能力なしの老弱病人や障害者など非常に貧しい世帯で

ある。 
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図表 1-5-3 中央政府の救災生活補助基準（2005～10年） 

 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 

①倒壊家屋再建補助 

洪水災害倒

壊家屋 

(元/部屋) 

地震倒壊

家屋 

(元/部屋) 

災害による

倒壊家屋 

（元/部屋） 

災害による

倒壊家屋 

（元/部屋） 

地震倒壊家屋（元/世帯） 

10,000 

その他災害による倒壊家屋 

（元/世帯） 

300 500 600 1,500 7,000 

②緊急生活補助（元/人） 100 150 

③春期・冬期生活補助 

（元/人） 
42 50 

④遭難者慰問金補助 

（元/人） 
- - - 5,000 

8 月以降 

8,000 

（資料）「中国農村災害救助制度の発展と完成の研究」（湖南社会学ネット、2010年 7月）、「民政部が発表する 2008年

自然災害対応事業評価分析報告書」（民政部ネット、2009 年 9 月）、「巨大災害が災害救助制度を試す」（新華

ネット、2010年 8月）、などの内容を基に作成。 

（注）「－」はその年に基準がないことを示す。 

 
【支給プロセス】 

災害による被害状況を踏まえ、まず被災地域の県、市、省レベル政府は被災農民に生活

補助を支出し、地方財政が不足または大型災害が発生した時に、中央政府が資金補助を拠

出する。生活資金補助交付プロセスは図表 1-5-4 に示した通りで、中央政府の補助金の交

付プロセスは、中央 → 省レベル → 市レベル → 県レベル → 被災者で、地方各レベル

の補助金は、省レベル → 市レベル → 県レベル → 被災者、あるいは市レベル → 県レ

ベル → 被災者、あるいは県レベル → 被災者と下位レベルへ順番に降りていくようにな

っている。 
補助金の交付プロセスにおいて、民政部と各レベルの地方民政部門は具体的な組織・運

営・管理を行い、補助金の金額と補助対象を確定する。更に、それぞれが、財政部と各レ

ベルの地方財政部門が共同で補助金の配分案を確定し、順次、下級政府に補助金を交付す

るとともに、資金の配分・使用を指導・監督する。最終的に県レベルの民政部門が補助金

を農民に支給する。 
補助金は以下の 3 つの方式で農民に支給される。 
①県レベル財政部門が補助金を補助対象の銀行口座に振り込む。 
②県レベル財政部門が補助金を郷・鎮財政部門に交付し、郷・鎮財政部門は具体的な配

分案を確定し、補助金を補助対象の銀行口座に振り込む。 
③県レベル財政部門が補助金を郷・鎮財政部門に交付し、郷・鎮財政部門は郷・鎮民政

部門に交付する。郷・鎮民政部門は、補助金を直接農民に支給するか、あるいは村

を経由して農家に支給する。 
 



 
 

73 

図表 1-5-4生活補助金の交付プロセス 

 
（資料）関連法令と新聞記事を基に作成。 

 
 

【運用実態】 
中国の2004～09 年にかけての災害生活補助金の支出状況は図表1-5-5の通りである。

資金支出規模は、その年に発生した災害の程度や、損害の大きさなどと密接に関係してい

る。中国では 2008 年に台風、洪水・水害、旱魃、風・ひょう、土砂崩れ、土石流など、

様々な自然災害が発生し、被害は甚大であった。特に、2008 年の年初から春にかけての南

部地域の低温・雨・雪・冷凍災害と四川大地震の 2 つの大型自然災害は、その影響の大き

さと救災の困難さから、かつてない甚大なものであった。図表 1-5-5 に示したように、2008
年の生活補助金支出は、これまでで最も大きかった。 
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図表 1-5-5災害生活補助金支出状況（2003～09年） 

救助類型 資金類型 資金源 03 年 04 年 05 年 06 年 07 年 08 年 09 年 

生活補助 

大型自然災害救済補助

費（億元） 
中央 52.9 40 43 .1  49.4 79.8 509.6 174.5 

全国各レベル民政部門

民政事業費救災支出

（億元） 

地方 43.8 32 52.9 59.3 65.6 303.8 140.4 

（資料）『民政事業発展統計公報』（民政部、2003～10年）、『民政事業発展統計報告書』（民政部、2003～10年）

を基に作成。 

 
被災者生活補助制度では、補助金は地方財政を中心とし、中央財政が補うことになって

いる。しかし、実際、中央政府が毎年支出する資金量は多く、地方財政の支出は比較的少

なく、補助金が不足している状況にある。 
また、実施中において以下のような問題がよく起こっている。 
第 1 は、補助制度の透明性が低く、被災者が生活補助制度を十分に理解しておらず、ま

た国も被災者に支給する補助金の使用状況を十分に管理できていないことである。現行の

資金交付制度では、上級レベルから下級レベルの政府に順番に交付していくため、滞留、

流用、差し止めなどの問題が発生しやすい。 
例えば、2003 年の雲南大姚の地震において、タイムリーに交付されなかった中央政府の

自然災害生活補助金は 5,174 万元もあり、また、流用された資金は 4,111 万元であった 66。

2004 年の陜西省華陰市では、洪水災害に対して、中央政府が 5,906 万元の緊急災害再建資

金を交付したが、各レベルの政府への交付過程を経て最終的に被災者に届いたのはわずか

50 万元と、最初の資金の 1%にも満たなかった 67。2005～06 年には、13 の被災省・自治

区で、一部の行政部門と事業団体が 2 億 5,800 万元の生活補助金を行政経費の補足やオフ

ィスビルの建設などに流用してしまった 68

第 2 は、中央生活補助金の被災者補助基準が低く、引き上げのペースも小さく、農村被

災者の基本的生活保障と被災地域の経済回復を制約していることである。例えば、中央政

府は、2007 年に農村地域における倒壊家屋の災害補助基準（図表 1-5-3）を従来の 600 元

／部屋から 1,500 元／部屋へ引き上げた。しかし、農村 1 世帯に平均して 3 部屋あるとす

れば、少なくとも損害の回復には 1 万 5,000 元程度を必要とし、補助金は住宅建設コスト

の 10 分の 1 にしか相当しない。2008 年に農村倒壊家屋再建の住民に対して、1 世帯につ

き 1 万元を補助するように基準を引き上げたが、依然として低く、農民の再建コストを完

全に補うことはできない。 

。 

 

                         
66 「被災は大陸の地方役人に儲ける「チャンス」をもたらす」『アジア時報』、2006 年 1 月 16 日。 
67 「陝西省華陰政府の救済金差止め調査：5,906 万元から 50 万元へ」『公益時報』2006 年 1 月 10 日。 
68 「財政特定項目監査状況：13 の省・区で 2 億 5,800 万元の救済資金が流用される」『京華時報』、2008
年 8 月 28 日。 
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（3） 生産補助 
【政策のスキーム】 

『農業防災救災資金管理方法』（財政部、2001 年）によれば、農民生産補助金は主とし

て、①農業生産救災資金、②農作物病虫害防止補助金、③家畜殺処分補助金に分けられる。

このうち、①農業生産救災資金と②農作物病虫害防止補助金は主に地方財政資金によって

賄われ、地方財政が不足したり大型災害を被った際に、中央が資金を支援する。③家畜殺

処分補助金は、中央と地方財政によって、定められた比率で分担される。 
それぞれの詳しいスキームは以下の通りである。 
 
①農業生産救災資金： 

農民向けの種子・種苗、家禽交配種、化学肥料などを対象に補助する。各レベル地方

政府がその年の被災状況に応じて補助基準を制定し、中央政府は特に補助基準を作ら

ない。例えば、『海南省農業救災資金補助案』（海南省農業庁、2010 年）では、中央・

省レベルの農業生産救災資金は、被災したウリ、野菜に対して 1 ムーにつき 200 元、

凶作コメに対して 1 ムーにつき 100 元の補助金を与える、という補助基準を決めて

いる。 
 

②農作物病虫害防止補助： 
病虫害への対策と農業生産の復旧を目的とし、被災地域の農業部門の専門団体（例え

ば、郷、鎮、村の植物保護チーム 69

 

）に対して、病虫害防止・処理に必要な農薬、動

力噴霧機、燃油、労働保護用品のための資金を補助する。資金は直接農民には支給し

ない。 

③家畜殺処分補助金： 
重大な動物疫病にかかった家畜の殺処分による畜産者の損失を補助することが目的

で、中央、地方、農家によって共同で負担される。財政部、農業部が制定した家畜殺

処分補助基準及び分担割合を図表 1-5-6 に取りまとめた。同補助基準はガイドライン

的なもので、各地方政府は実状に応じて補助基準を調整でき、また省・市・県財政の

分担割合を決定できる。 
図表 1-5-7 に示した『重慶市の重大動物疫病殺処分補助基準』（重慶市財政局・農業

局、2003 年）では、市レベルと区・県レベルの分担割合は 70%と 30%である。従っ

て、口蹄疫で殺処分された家畜に対して、中央、地方、農家の分担割合は 60%、20%、

20%となり、更に、地方の分担 20%を 7 対 3 の比率で重慶市と区・県が負担する。

結果として、中央、重慶市、区・県、農家の分担割合は、それぞれ 60%、14%、6%、

                         
69 政府が組織した、農民向けの農作物病虫害対策の専門団体である。 
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20%となる。また、殺処分された家畜は等級に分けられ、異なる補助基準が適用され

る。乳牛を除いて、家畜の平均補助水準は中央の基準を下回っている。 
 

図表 1-5-6 重大動物疾病殺処分補助基準と分担割合 

動物疾病 

殺処分補償 

補助基準 

（元/匹） 

分担割合（％） 

政府 

農家 中央 地方 

東 中 西 東 中 西 

口蹄疫 
羊 豚 牛 乳牛 

40 50 60 40 30 20 20 
300 600 1,500  3,000 

PRRS 

（豚繁殖・呼吸障害症候群） 
同上 

ブルセラ症 

結核症乳牛 
同上 

鳥インフルエンザ 
鶏、鴨、ガチョウ等家禽類 

20 50 80 80 50 20 - 
10 

（資料）『動物防疫の更なる強化に関する通知』（国務院、2001年）、『家畜口蹄疫対策経費管理に関する若干

規定』（財政部・農業部、2001年）及び『高病原性鳥インフルエンザ対策経費管理に関する暫定方法』

（国務院、2004 年）、『生きた豚の生産拡大と市場供給の維持に関する意見』（国務院、2007 年）を基

に整理作成。 

（注）「－」は該当補助金がないことを示す。 

 
図表 1-5-7 重慶市の重大動物疫病殺処分補助基準 

種類 等級 等級基準 
補助基準 

（元/匹） 

地方分担割合 

市レベ

ル 
区・県 

豚 

大豚 体重 90 キロ以上 480 

70% 30% 

小豚 体重 65～89 キロ 320 

肥育豚 体重 30～64 キロ 200 

子豚 体重 29 キロ以下 80 

種豚 多産雌豚・生産目的の雄豚 600 

乳牛 

多産乳牛 - 4,800 

育成乳牛 - 4,000 

子乳牛 6 カ月齢以下 1,200 

牛 

成牛 18 カ月齢以上 2,000 

育成牛 6～17 カ月齢 1,200 

子牛 6 カ月齢以下 400 

羊 

大羊 6 週齢以上 120 

子羊 6 週齢以下 40 

種羊 多産雌羊・生産目的の雄羊 240 

鶏・鴨 

産卵鶏・鴨 20 週齢以上 12 

育成産卵鶏・鴨 7～20 週齢 8 

育雛産卵鶏・鴨 6 週齢以内 3 
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育成肉鶏・肉鴨 2 周齢以上 4 

種鶏・種鴨 親鶏・鴨 12 

ガチョウ 

産卵ガチョウ - 10 

育成産卵ガチョウ - 8 

育成肉ガチョウ - 8 

育雛産卵ガチョ

ウ・肉ガチョウ 
- 4 

種ガチョウ 親ガチョウ 14 

（資料）『重慶市動物重大疫病捕殺動物補償経費基準』（重慶市財政局・農業局、2003年）を基に作成。 

（注）「－」は該当する等級の基準がないことを示す。 

 
【支給プロセス】 

①農業生産救災資金と②農作物病虫害防止補助金を管理しているのは農業部と各レベル

の地方農業部門である。一方、③家畜殺処分補助金を管理しているのは農業部と各レベル

の地方畜産部門である。まず、農業部、各レベル地方農業・畜産部門は、組織・運用・管

理の仕事を担当するとともに、それぞれ財政部、各レベル地方財政部門と共同で補助金の

配分案を策定する。次に、財政部と各レベル地方財政部門は、配分案に従って下級レベル

財政に補助金を交付している。 
①農業生産救災資金と②農作物病虫害防止補助金の支給プロセスは、生活補助の場合と

ほぼ同じで、中央財政の補助金は中央 → 省レベル → 市レベル → 県レベルの順番で支

給される。各レベル地方財政の補助金は省レベル → 市レベル → 県レベル、あるいは市

レベル → 県レベル、あるいは県レベルで実施されている（図表 1-5-4）。 
③家畜殺処分補助金の支給プロセスは上記 2 つの補助金とは異なる。経費が交付される

過程において、各レベルの財政部門が負担資金を追加していることである。具体的には、

まず中央財政は負担する資金を省レベル財政部門へ交付し、次に省レベル財政部門は省レ

ベル財政の負担資金と中央の資金を合計して市レベルへ交付し、更に市レベル財政は同様

に市レベル財政の負担資金を追加した上で下級レベルに交付し、最終的に県レベル財政部

門に届く。 
3 つの補助金は、下記したように、いずれも県レベル財政部門によって農民に発給され

る。 
 
①農業生産救災資金は 3つの支給方式がある。第 1は、県レベル財政部門が資金を種子、

化学肥料などの生産資材のサプライヤーに支給し、県レベル農業部門が職員を現場に

派遣し、サプライヤーによる生産資材の農民への支給を監督する。第 2 は、県レベル

財政部門が直接補助金を郷・鎮財政部門に交付し、郷・鎮農業部門は資金の配分案を

作り、農民に支給する。第 3 は、資金を県レベル農業部門が選定した育種・育苗企業

に支給し、育種・育苗企業は優遇価格で種苗・交配種を農民に販売する。 
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②農作物病虫害防止補助金については、補助金を交付した上級部門が農薬、設備などを

統一して購入するか、あるいは県レベル農業部門が上級政府の補助金を使って農薬、

設備などを購入し、最終的に専門団体（例えば、郷、鎮、村の植物保護チーム）に支

給する。農民の自由意志のもとで、専門団体が病虫害の防止・処理を行う。 
 
③家畜殺処分補助金については、県レベル財政部門が補助金を郷・鎮財政部門に交付し、

郷・鎮畜産部門が配分案を策定してから、2 つの方式で補助金を発給する。一つは、

郷・鎮財政部門が金融機関（例えば信用社）を通じて資金を補助対象の口座に振り込

む。もう一つは、畜産部門が現金を直接農民に支給する。 
 
【運用実態】 

ここ数年、中国で自然災害が頻発し、各レベル地方政府と中央政府は、その被災状況に

応じて農業生産に対する補助金を拠出している。例えば、2005 年 11 月に新疆ウイグル自

治区で鳥インフルエンザが発生した際には、同自治区の各レベル地方財政と中央財政が合

わせて 1,500 万元以上の家畜殺処分補助金を拠出した 70。また、2010 年 6 月に江西省で

暴雨洪水による大災害が発生した際、江西省の省レベル財政と中央財政は合わせて 5,000
万元の農業生産救災資金を拠出した。内訳は省レベル財政が 3,000 万元、中央財政が 2,000
万元であった 71

地方と中央の生産補助に関するデータは毎年発表されている訳ではなく、一部の状況し

か把握できない。例えば、中央財政は「第 11 次五カ年規画」期間中（2006～10 年）に農

業生産救災資金、農作物病虫害防止補助金、家畜殺処分補助金（末端政府の防疫事業経費

なども含む）を合計で 211 億 7,400 万元拠出した。このうち、2010 年に拠出された資金

は 68 億 5,300 万元であり、2009 年より 66.8%増加した

。 

72。その中で割合が最も大きいの

は農業生産救災資金であった 73

農業生産に対する補助金は、実施において以下のような問題を生じている。 
。 

第 1 に、農業生産救災資金で水増し申告、横領、流用、差止めなどが発生している。例

えば、2010 年に吉林省監察庁が吉林省の近年の農業生産救災資金に対して実施した会計監

査では、一部の村民が水増し申告した事例や、鎮レベル政府が救災資金を他の事業に流用

した事例などが報告されている。 
第 2 に、一部の地方政府は、農作物病虫害防止に必要な資金を拠出していない。結果と

して、資金の投入不足のため、病虫害の防止・処理事業が制約されている。 
第 3 に、各地方政府が制定した家畜殺処分補助基準は、合理性に欠くところがある。例

                         
70 「新疆の鳥インフル伝染地域での家畜殺処分補助金が着金」『ウルムチ晩報』、2005 年 12 月 10 日。 
71 「江西： 5,000 万元の農業生産救済資金を緊急に拠出」江西省財政庁 HP、2010 年 6 月 30 日。 
72 「農業支援で食糧増産が 6 年間続く」『中国財経報』、2010 年 11 月 3 日。 
73 「2008 年自然災害対応事業の評価分析報告書」民政部 HP、2009 年 9 月 23 日。 
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えば、新疆ウイグル自治区が制定した乳牛の補助基準は 2,400 元／頭で、市場価格の約 1
万元／頭を遥かに下回っている。補償額と実損失額との格差が大きすぎるため、農民は生

産を回復することが困難である。一方、2004 年に上海市が支出した、鳥インフルエンザで

殺処分された家禽類への補助金は 20 元／羽で、市場買付価格を上回ったため、疫病の影

響を受けなかった畜産者も補償を申請するという騒ぎが起こった。このように、補助基準

が低すぎたり高すぎたりすることで、事実隠蔽や虚偽の申告を招いている。 
 

（4） 洪水貯留区域への補償 
【政策のスキーム】 
洪水貯留区域 74

洪水貯留区域は、国家洪水貯留区域とその他の洪水貯留区域に分けられる。前者は中央

政府に認定された洪水防止計画や洪水防止案に定められた洪水貯留区域で、後者は省レベ

ル政府に認定された洪水防止計画や洪水防止案に定められた洪水貯留区域である。 

とは、洪水を防止する仕組みの重要な部分である。洪水災害が発生した

際に、洪水貯留区域を利用して洪水の流れを分散させるために使用される。2000 年 5 月

に国務院が『洪水貯留区域補償暫定方法』を公布し、洪水貯留区域の農民は、洪水被害地

域の農民同様の生活補助と生産補助を受けられるほか、一定の経済補償も得られるように

なった。補償対象範囲は、農作物、畜産・養殖、営林、家屋、農業生産機械、使役動物、

耐久消費財の水害などである。 

国家洪水貯留区域の補償金は中央財政と省レベル財政に分担され、通常、中央財政が 40
～70%を負担する。具体的な負担割合は、洪水貯留後の実際の損失状況と省レベルの財政

状況に応じて中央財政部門が確定する。その他の洪水貯留区域は地方の省レベルや市・県

レベル財政に負担され、具体的な分担割合は、洪水貯留区域被害後の実際の損失状況と市・

県レベル財政の事情に応じて省レベル財政部門が確定する。 
『国家洪水貯留区域財政補償金管理規定』（財政部、2001 年実施、2006 年改正）は国家

洪水貯留区域の補償基準を定めている（図表 1-5-8）。省レベル政府は、管轄区域内におけ

る国家洪水貯留区域の具体的な補償実施方法を制定している。例えば、『安徽省「洪水貯留

区域補償暫定方法」実施細則』（安徽省政府、2002 年 6 月）では、農作物、畜産・養殖、

営林に対して、それぞれ洪水貯留前の直近 3 年間の平均年生産量の 70％、50％、50%の補

償を与えると規定している。2003 年に、安徽省の農作物に対する平均補償基準は 1 ムー

当たり 410 元、営林は 1 ムー当たり 620 元で、2007 年の農作物は 1 ムー当たり 685 元、

営林は 1 ムー当たり 712 元であった。その他の洪水貯留区域の補償は、通常、省レベル政

府が国家洪水貯留区域のために制定した実施方法に準じている。 
 

                         
74 洪水貯留区域は主として、洪水を一時的に貯留するくぼ地や湖などを指す。その多くは昔から川の洪

水で水浸しになったり、洪水が貯留した場所である。 
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図表 1-5-8 国家洪水貯留区域の農民への補償基準 

 農作物、畜産・養殖、営林 家屋 農業生産機械、使役動物、家庭主要耐用消費品 

補償 

基準 

それぞれ直近 3 年間の年

平均生産値の 50～70%、

40～50%、40～50%を補償

する 

水 害 の

70% を 補

償する 

登記総価値 水害 

2,000 元以下 2,000 元以上 2,000 元以上～4,000 元以下 

水害の 100%を

補償する 

水害の 50%を補

償する 
2,000 元の補償をする 

（資料）『国家洪水貯留区域財政補償金管理規定』（財政部、2001年実施、2006年改正）を基に作成。 

 
【支給プロセス】 

水利部と各レベル地方水利部門は具体的な組織・運用・管理作業を担当し、それぞれ財

政部、各レベル地方財政部門と共同で資金補償案を策定する。次に、財政部と各レベルの

地方財政部門が配分案に基づき、補助金を順次下級レベル政府へ交付する。 
国家洪水貯留区域補償金の交付過程は、図表 1-5-9 に示した通りである。まず、中央財

政は、負担する補償金を省レベル財政部門へ交付する。次に、省レベル財政部門は、自己

負担分と中央からの補償金を合わせて国家洪水貯留区域が所在する県レベル財政部門へ交

付する。一方、その他の洪水貯留区域補償金は、省レベル財政が負担する補償金を市レベ

ル財政部門へ交付してから、市レベル財政部門は自己負担する分と交付された省レベル補

償金を合わせて県レベル財政部門へ交付する。 
国家洪水貯留区域とその他の洪水貯留区域の補償金は、県レベル財政部門によって金融

機関（銀行、農村信用合作社、郵便貯金銀行）を通じて農民の口座に振り込まれるか現金

で直接農民に支給される（図表 1-5-9）。 
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図表 1-5-9 国家洪水貯留区域補償金の交付プロセス 

 
（資料）関連政策法規及び新聞記事を基に整理作成。 

（注）灰色の矢印は国家洪水貯留区域補償金の交付・発給プロセスを、網目の矢印はその他の洪水

貯留区域補償金の交付・発給のプロセスを示す。 

 
【運用実態】 
中央財政は、図表 1-5-10 に示したように、2000 年以降、河南省、安徽省、湖南省、江

蘇省 4 省の 13 の国家洪水貯留区域を対象に、3 回の補償金を支出した（図表 1-5-10）。 
 

図表 1-5-10 国家洪水貯留区域補償金の支出状況 

資金のタイプ 資金源 2000～01 年 2003 年 2007 年 

国家洪水貯留区域補償金 

（万元） 

中央 12,860 43,041 33,200 

地方 8,755 17,000 約 14,200 

（資料）「河南省洪水貯留区域補償に関する調査研究」（『中国水利』、2003年 7A刊）、「財政部が洪水貯留区域

補償事業を真剣に行うよう要請」（CCTV 国際ネット、2003 年 11 月 26 日）、「安徽省と湖南省への 6

億元の洪水貯留区域補償金が全部着金」（中国新聞ネット、2003 年 12 月 11 日）、「中央財政は 3.32

億元の資金で淮河洪水貯留区域被害住民に補償金を与える」（新華ネット、2007 年 12 月 2 日）を基

に整理作成。 

 
地方財政はその他の洪水貯留区域にも補償金を支出している。しかし、情報は完全に公

開されている訳ではなく、一部の状況しか把握できない。例えば、2008 年 8 月に洪水災
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害が発生した安徽省滁河流域で、滁州市は全椒県荒草二圩、荒草三圩、南譙区蒿子圩、来

安県汪波東蕩の 4 つの洪水貯留区域に相次いで放水した。その際、省レベル財政が洪水貯

留区域補償金の 80%の 1,678 万元を支出して、市県レベル財政が 20％の 420 万元を支出

した 75

一方、補償金の実施において、以下のような問題が生じている。 
。 

第 1 は、資金運用が規範化されていないことである。国家会計監査署が 2003 年に淮河

流域の安徽省、河南省、江蘇省の 14 の被害区・県の国家洪水貯留区域補償金に対して会

計監査を行ったところ、一部地方ででたらめの申告や資金流用・横領といった問題が起こ

っていることを発見した。例えば、安徽省懐遠県では、補償金の申請過程において一部の

請負手続不備な耕地も申告の対象とし、補償金 41 万 900 元を不正に受領した 76。あるい

は、阜南県の政府幹部は、国家洪水貯留区域の補償金 20 万元を詐取した 77

第 2 は、水害の審査プロセスが複雑で時間がかかるため、補償金が速やかに農民に届か

ないことである。2006 年 5 月に財政部が『国家洪水貯留区域財政補償金管理規定』（財政

部、2001 年）を改正し、農作物の補償基準が耕地で実際に栽培されている農作物でなく、

地域の主要農作物の直近 3 年間の平均生産量の 50～70%を使うようになった。このことに

よって、農作物補償基準の確定手順が簡素化されたが、プロセスが複雑である問題は依然

として存在している。 

。 

第 3 は、一部の補償について明確な規定がないことである。例えば、農家や企業が洪水

貯留区域で請け負った栽培作物への補償はない。洪水により負傷したり死亡した者やその

家族への補償もない。しかも、洪水貯留区域と非洪水貯留区域の境がはっきり定められて

おらず、補償面積が確定されにくいこともある。 
 
 
6． 農民収入・食糧生産からみる政策効果と問題点 

（1） 政策効果 
図表 1-6-1 に示したように、農民所得補償と価格支持政策は確かな効果を上げている。

2004 年に「中央第 1 号文書」が公布されてから、中国の食糧生産量はそれまでの 5 年連

続の減産から増産へ転じ、以後 7年間連続で増産を続け、2010年に 5.4億トンに達した 78

                         
75 「2 千万元の洪水貯留区域補償金の支給が完成」『安徽日報』、2009 年 1 月 1 日。 

。

食糧需給は不足から均衡へと転換し、更には余剰も出てきている。これは、農民の生産意

欲がこれら政策によって大いに引き上げられたことを示唆している。同時に農民 1 人当た

りの可処分所得も増加し続けた。2004～08 年の間の年平均伸び率は 10%を上回り、2009

76 「2003 年安徽省の淮河沿岸洪水貯留区域運用補償作業の回顧」中安オンライン、2004 年 7 月 21 日。 
77 「洪水後、洪水貯留区域のエピソード」阜陽市総工会 HP、2007 年 9 月 10 日。 
78 「关于 2010 年食糧生産量に関する公告」国家統計局 HP、2010 年 12 月 3 日。 
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年に伸び率が若干低下したが、それでも 8.2%を維持した。農業生産の拡大に加え、貧困扶

助事業も可処分所得を引き上げた。 
また、全国規模で農村最低生活保障制度を整備し、所得水準が非常に低い農民層の基本

的生活が保障されるようになった。 
更に、中央と地方財政による被災地の農民への災害補助金が、農民の生活と生産の回復・

復旧に一定の効果を与えている。特に 2008 年の四川大地震や 2010 年の甘粛省舟曲県の大

規模土石流災害において、中央と地方政府の補助金が、農民生活への緊急措置、倒壊家屋

の再建、農業生産の回復などの問題を速やかに解決した。 
 

図表 1-6-1 中国の食糧生産量及び都市と農村所得伸び率の推移 
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都市住民一人当たり可処分所得伸び率（右軸）

 
（資料）『国家統計年鑑』（各年版）、「わが国の食糧需給現状、見通しと対策」（『中国経済時

報』、2010年 4月 14日）の内容を基に整理作成。 

 
しかし一方で、政策の効果が限られている面もある。農民 1 人当たり可処分所得の伸び

率は都市住民 1 人当たり可処分所得の伸び率に及ばず、都市と農村の所得格差は絶対額及

び相対的な比率の双方で拡大してきた（図表 1-1-2）。 
また、農業補助金が年々増えているが、農民が受け取った補助金は所得に比べてそれほ

ど大きくなく、しかもその割合は低下傾向にある。全国平均では、農民 1 人当たりの農業

補助金が 1 人当たり可処分所得に占める割合は、2006 年の 7.7%から 2009 年には 5.6%に

低下した 79。省別にみると、例えば、河南省では更に低く、2006 年以降 3.5％前後で推移

している。上海市では、2006 年に 1.3%80、2009 年には 0.5%にまで低下した 81

                         
79 『中央・地方予算執行状況及び中央・地方予算草案に関する報告書』（財政部、各年版）、『中国農業

年鑑』（各年版）、『中国統計年鑑』（各年版）などを基に試算。 

。 

80 『上海統計年鑑 2007』（中国統計出版社，2007 年 6 月）を基に試算。 
81 「わが省の農業補助政策に関する状況」（河南省財政庁 HP、2009 年 2 月 12 日）、「食糧栽培農家の補
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このようなことから、農業補助は、政府が食糧生産を支援するのだという態度の表明で

あり、農民に対して心理的な安心感を与えるという刺激効果がより強いと考えられる。す

なわち、農民 1 人当たり可処分所得の増加は、農民の生産意欲が刺激されたことによる食

糧生産の増加や食糧市場価格の上昇にもたされたところが大きい。 
 

（2） 問題点 
農民の視点から見ると、農民所得補償と価格支持政策には、その実施において、以下の

ような問題が存在している。 
①資金分担が合理的でない。 
前述したように、食糧栽培農民直接補助、農業保険費補助、農村最低生活保障、災害補

助の中の生活・生産補助などの政策措置において、中央財政と地方財政の資金分担は合理

的でない。地方財政の分担割合が高く、しかも業務に関する経費も負担しなければならな

い。農業を中心とした地域はもともと財政的に恵まれていないところが多く、一層の負担

増を強いている。更に、末端政府機関であればあるほど、財政が困難になる傾向がある。

このようなことから、農業税やその他の費用の廃止以降、県や郷・鎮政府の財政は逼迫し

ている。一部の地域では、省レベル、市レベル、県レベルの財政が、予定額を予定日時に

郷・鎮財政に交付するといったことができなくなり、補助金の政策的効果を減じている。 
 
②政策の運用が合理的でなく、農民の食糧栽培意欲の刺激作用が減退している。 
例えば、食糧栽培農民直接補助政策を実施する際、農民は土地を請け負うだけで補助金

をもらうことができ、実際に食糧を栽培する農民は必ずしも補助金をもらえない。また多

くの地域では、食糧を栽培しなくても、土地を請け負うだけで補助金をもらうことができ

る。優良品種補助においても、差額補助を種子企業に実施する場合、農民は往々にして補

助金の全額をもらうことができない。このように、農業補助金の効果は十分に発揮できて

いない。 
このほか、災害補助などの政策措置にも、補助基準が合理的でない問題が指摘できる。

災害により倒壊した家屋に対する中央財政の補助基準は低く、農民の再建コストを賄えな

い。また、一部地域では、家畜殺処分補助基準と市場価格との格差が大きく、高すぎるこ

ともあれば低すぎることもある。 
 
③地方政府が政策措置の運用を規範化していない。 
中央政府は上記政策措置に関する施行細則を制定したが、多くの場合、実施範囲や資金

の分担などの原則的な内容にとどまり、実施における詳細な規則や違反行為の処理方法に

関しては規定していない。そのため、地方政府に比較的大きな自由裁量の余地が残されて

                                                                        
助金が 1 ムー当たり 220 元に、上海市が 5 億元を投じて食糧生産を維持」（労働報ネット、2009 年 2 月 4
日）、『中国統計年鑑』（2010 年）により計算。 
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いる。 
各種補助金の財政資金は、通常、中央 → 省レベル → 市レベル → 県レベル（→ 郷・

鎮）政府を経由して農民または関連企業などに届く。しかし、この過程において有効な管

理・監督が行われていない。貧困扶助事業についても、実施過程の有効な管理・監督や終

了時の検査が不十分である。 
 
④突発災害に対して、災害補助は柔軟性に欠ける。 
地方各レベルの災害補助金には、具体的な支給期限が定められておらず、支給プロセス

が煩雑なため、被災地政府に資金が滞留することが多く、補助金が速やかに被災農民に届

かないことが起こりがちである。この結果、農作物の生育の最適時期に補助が行われず、

収穫を減少させてしまう問題が起こっている。 
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