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課題：食糧生産では、トウモロコシ、コメ、小麦の三品目が最も重視され、次いで大豆、ジャガイモ、サ

ツマイモ、これに食糧ではないが、耕種作物として綿花と菜種等の油糧種子や南方で生産されるサトウキ

ビも重要作物であり、これら作物の増産推進を引き続き図る必要がある。 

施策：「全国優勢農産品区域配置計画（2003～2007 年）」に従って重点傾斜を強め、主産地の育成を図る。 

 

中国では 2008 年に「全国優勢農産品区域配置計画（2003～2007 年）」を制定、次頁図 4 に示す主要生

産地域を選定した。「第 12 次 5 ヶ年計画」でもこれを引き継ぎ、これら地域に重点を傾斜させるとした。 

トウモロコシでは、地域別には東北平原主産区、黄淮海平原主産区、汾渭平原主産区の 3 区が最も政策

的に重要な対象地とされており、東北春トウモロコシ地区と、黄淮海夏トウモロコシ地区の優位地区を増

強し、西南、華北、西北地区の生産ポテンシャルを最大限に引き出すことが重要とされている。 

コメでは、東北及び長江流域、東南沿海の 3 ヵ所の水稲優位区を重点的に建設するとしている。 

 東北平原主産区：高品質ジャポニカ米を生産する水稲産業地帯、畑地の水田化を積極的に進める 

 長江流域主産区：主に二期作稲作を行う水稲産業地帯、二毛作を推進、ｼﾞｬﾎﾟﾆｶ米への転換を推進 

 華南主産区：良質高級インディカ米を生産する水稲産業地帯、二毛作を推進 

小麦では、以下の黄淮海、長江中下流域、西南、西北、東北の 5 ヵ所の優位地区の生産能力を高め、良

質の専用品種の発展に力を入れ、土壌の保水力を高めるための半耕起・不耕起栽培を進展させるとしてい

る。 

 黄淮海平原主産区：硬質、中硬質、中間質小麦の良質専門小麦産業地帯 

 長江流域主産区：良質軟質、中間質小麦を生産する良質専門小麦産業地帯 

 汾渭平原主産区：硬質、中間質小麦を主とする小麦産業地帯 

 河套（オルドス）灌漑区主産区：硬質、中間質小麦を主とする小麦産業地帯 

 甘粛、新疆主産区：硬質、中間質小麦を主とする小麦産業地帯  
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トウモロコシ     コメ 

 
小麦      大豆 

 
綿花      菜種 

図 4 主要作物優勢区配置イメージ図 

出所）トウモロコシ優勢区域配置計画（2008～20015 年）、水稲優勢区域配置計画（2008～20015 年）、小麦優勢区域配置計画（2008

～20015 年）、大豆優勢区域配置計画（2008～20015 年）、綿花優勢区域配置計画（2008～20015 年）、菜種優勢区域配置計画（2008

～20015 年） 
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課題：食糧播種面積を 16 億ムー（1.07 億ヘクタール）以上で確保し、耕地利用を最適化して、食糧と経済

作物の発展を調和がとれたものにするとしているが、農地の農外転用や農外就業によって土地や労働力と

いった基本的な生産要素の減少が引き続き懸念されている。また、近代的な農業の担い手を確保し、分散

錯圃状態の農地を担い手に集積させていくことも課題である。 

施策：土地請負制度について、土地請負権の登記整備を進め、転用制度を厳格化する。同時に、農地の流

動化を進め、請負権の交易を行える市場の設立を目指すとしている。 

 

中国では、農地の農外転用は基本的に省政府によるもので、農外転用の利益が省政府の重要な財源とな

ってきた。また中国の経済発展にともなう急速な工業化・都市化の中で農外転用は加速する傾向にある。

これにより特に農業生産の観点からは、省政府の土地収用による農外転用において移転させられた農民に

代替地として与えられる農地補償が過少で農地面積が減少するという問題、また面積が同じでも代替地と

して与えられる農地の質が悪いことが往々にしてあるという問題が起こっている。さらに、食糧生産の観

点からは、収益性の高い食糧作物以外の野菜や果樹、家畜飼養等に、かつての食糧作物用の農地が転用さ

れるという動きも活発化している。 

①土地請負権の登記 

この対策として、まずは土地請負制度の基礎を固め、農村の土地に係る権利確定、登記推進、登記証書

発行・配布等のプロジェクトを進めることとされている7。これらを通じて、土地請負経営に係る土地の占

有、使用、収益等の権利を農民に保障する。また、農村土地請負記録管理制度を整え、農村土地請負管理

の情報化を急いで進める。 

中国では、2010 年の 1 号文件「都市と農村の発展力のバランスをとり、農業農村の堅実な発展に関す

る意見」において、土地請負経営権の登記証発行を推進する方向性が示され、2011 年に関連 4 部門で「農

村集団土地権利確定登記発証作業推進の加速に関する通知」が策定されている。農村の土地に関する登記

作業が急いで進められており、第 12 次 5 ヶ年計画中の重点分野の一つである。2013 年一号文件「現代農

業の発展と、農村発展活力をさらに増強することに関する意見」でも、今後 5 年以内に登記作業を完了さ

せるとしている。 

②土地収用制度改革の推進 

次いで、土地収用制度を改革し、建設用地の厳格な管理規制を導入して耕地保護を進め、省政府が農地

を収用して非農業用途に転用する際に用地面積を最大限節約し、そして転用によって生じる収益について

は農民の権益を保障して都市・農村間での平等な交換を確保することによって農民への少なすぎる転用補

償という問題を解消し、補充耕地の質の確保することが謳われている。 

土地収用制度改革の目的は二つあり、一つは農地総面積の確保で、もう一つが収用に伴う利益の農民・

                                                                 
7
 中国では、農村の土地は「集団所有」となっており、農家の土地請負経営権の設定の際に登記は必須ではなく、書

面による請負契約があれば発効した。集団の 2002 年に制定された「農村土地請負法」では、県級以上の地方人民政府

が土地請負権証を発効して登記簿を作成するとしている。また、農村土地請負法では、土地請負経営権は下請負、賃

貸、交換、譲渡、その他の方式によって移転することができるとし、集団構成員以外が請け負う場合には、村民会議

の 3/2 以上の構成員または 3/2 以上の村民代表の同意を得ると共に郷（鎮）人民政府に報告して認可されなければな

らないとされている。現実には、村幹部が集団所有地を恣意的に処分する等の状況が多発して大きな社会問題となっ

ている。(小田 2004) 
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農村への還元である。中国では 1986 年に土地管理法が制定され、99 年にこれが改正されて以降、建設用

地の面積規制を導入する、あるいは代替農地の準備を必須として農地を確保する等、農地の転用規制を厳

格化してきており、行政区域内耕地の 80％以上を「基本農地保護区」として管理する等の仕組みが導入さ

れている。さらに 2006 年には国家土地観察制度を制定し、土地開発状況の衛星による追跡システムを導

入、国土資源部の支援の下で土地収用制度の改革が図られてきた。しかしながら、農地減少のスピードは

緩和されてきたものの、土地収用による農外転用は依然として省政府の重要な歳入の一つとなっており8、

一方では、都市化・工業化に従って建設用地需要の増大は続いており、実際に省政府に転用規制を厳格に

遵守させることは難しいと見られており、今後の中長期的な課題となっている。9  

③耕地用途管理制度と永久基本農地 

また、第 12 次 5 ヶ年計画では、耕地用途管理制度を強化し、永久基本農地を急いで定め、農地管理の

機構作りを強化し、施設農業を発展させるとの名目で、実際には農地を建設用地等に転用することを防ぐ

としている。 

2008 年の第 17 期第 3 回中全会の「農村改革発展を推進するための若干の重大問題に関する決定」（3

頁参照）に基づき、2009 年に国土資源部と農業部により「基本農地制定と永久保護実施に係る通知」が策

定された。これに基づき 2010 年から既に各地で永久基本農地の策定作業が進められているが、第 12 次 5

ヶ年計画時期にはこれを引き続き推進する。 

④転用収益の農村還元 

さらに、2.2.1 節で述べた通り、第 12 次 5 ヶ年計画では、省政府が得る土地転用に伴う収益については、

重点的に農業土地開発・農地水利・農村インフラ建設に充て、収益の全額を計上させ、また一定方向での

使用を確保するとしている。 

転用収益については、2010 年末の中央農村工作会議において、これを重点的に農業土地開発等に充てる

としており、第 12 次 5 ヶ年計画において、収益の農村還元をより強化する方針である。 

 

さらに、第 12 次 5 ヶ年計画において、農地については家庭請負経営を基礎としながら、農地の集積化

をすすめるため、請負権と経営の分離をすすめるとしている。 

中国では既に 1990 年代には出稼ぎによる農地荒廃が問題化して農地請負権の流動化は実際には各地で

始まっており、2000 年中旬には大都市近辺では農地を株式化して再配分を行う交易センター設立等も行わ

れている10。前掲の 2008 年中全会の「決定」において、農村の土地管理制度に関して、「法に従って請け

負った土地に対する農民の占有、使用、収益などの権利を保障する。土地請負経営権の流通管理・サービ

スを強化し、健全な土地請負経営権の流通市場を打ちたて、法律に基づく、自由意志の、有償であるとい

う原則に従って、農民が下請け、賃貸、交換、譲渡、株式合作（株式会社と組合との折衷型）などの形で

（著者注：次頁表に請負権の主な流動化方式を示す）、土地請負経営権を流通させることを認め、さまざま

な形の適度の規模の経営を発展させる11」としており、今後農地の流動化と交易市場の設立を中央の政策

として推進する方向となっている。 

第 12 次 5 ヶ年計画においても、土地請負経営権を明確化した上で、賃貸借等によって農地集積を行う

                                                                 
8
 例えば、2011 年の土地譲渡収益は 1.86 兆元であり、地方財政収入 5.24 兆元のうち 36%にあたる。土地譲渡収益は

2000 年代後半、継続して地方財政収入の 3～5 割を占めている。(阮 2010) 
9
 (阮 2010) 

10
 (阿古 2013) 

11
 「人民中国」による邦訳（http://www.peoplechina.com.cn/jingji/2009-02/16/content_178279.htm） 
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ことによって、農業生産の担い手である専業農家や合作社、龍頭企業等が大規模かつ近代的生産を行える

ような農地基盤確保を促すため、土地請負経営権を流動化するための交易市場を設立し、紛争処理管理や

仲裁のための審問機関設立を設立するとしている。これに関連して「農村土地移転と仲裁機構条件構築プ

ロジェクト」を実施し、①土地請負経営権の流動市場交易プラットフォームを建設して土地流動市場交易

の環境を改善し、②仲裁審問施設設備を建設する。③健全な土地請負経営権登記流動と紛争処理管理情報

システムとプラットフォームを確立する。 

 

表 13 土地使用権の移転形態 

形態 内容 

転包 土地使用権の移転後も請負関係は変わらず、請負に関する契約上の権利・義務は元の請負者

が保持。出稼ぎに出ても土地を放棄しない者は、大抵この方法を採用。 

転譲 集体の同意を得て、全て又は一部の土地を第三者に委託。又請負した者に土地請負契約上の

権利と義務が譲渡されることとなり、集体と元の請負者との請負関係は停止（注：請負期間

内において）。 

互換 土地の細分化や経営の分散といった問題を解決する為、農家間又は集体間で土地を交換。請

負関係はそのままで、土地を借りた者は借地代を農家又は集体に払う。 

租賃 全て又は一部の請負地を貸し出し、借地代を得る。 

反租倒包 集体が請負に出した土地を回収し、再度他の個人や組織に請け負わせる。 

株式化 土地使用権証又は請負人口をもとに土地使用権を量化し株式化する。配当は土地経営からあ

がる収益に応じて行われる。 

出所）(阿古 2013) 
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課題：主要作物の単収は徐々に向上しているものの、米国等の先進国に比べると依然として単収が低いレ

ベルに留まっていることは、耕地の確保に並んで大きな課題の一つである。 

施策：灌漑や農地改良など農業インフラ整備の確保を進め、土壌流出・劣化の課題に立ち向かうと共に、

次節で扱う科学技術の開発によって、品種や栽培技術の改良、土壌改良や節水技術等の開発を行うことが

重要視されている。 

 

水利関連では、2011 年の 1 号文件で既に、2020 年までに農地有効利用係数を現在の 0.5 から 0.55 に引

き上げることを目標とし、第 12 次 5 ヶ年計画の時期に灌漑水計 4,000 万ムー（約 270 万ヘクタール）で

新たに有効灌漑面積を増加させるとの指標を示し、水利事業に対して 2011～2020 年の 10 年間にこれま

での予算を倍増させた年平均 4,000 億元以上の投資を行うと定めて潤沢な予算を準備している。 

「水利発展第 12 次 5 ヶ年計画」が、国家発展改革委員会と水利部、住宅都市農村建設部の連名で策定

されている。水利施設建設のインフラ整備面と水資源管理体制や投融資制度拡充等の制度面の両面につい

て計画が示されている。主要水利施設建設には、農業水利開発と、洪水防止・治山・治水、水資源供給能

力の拡大の 3 つの観点が含まれ、なかでも農業水利開発については、大規模・中規模な灌漑区域における

水利用節約につながる施設改造や、老朽化している全国 251 ヶ所の大型灌漑・排水ポンプ設備の改修・更

新、その他小規模水利プロジェクトや暗渠化・点滴灌漑・スプリンクラー灌漑等による節水技術の普及等

によって、1 号文件で示された 4,000 万ムーの灌漑面積純増を達成するとした。（下表参照） 

水源供給能力開発においては、南水北調のほか、チベットや吉林の大規模水利プロジェクトや、西南 5

省の重点的プロジェクト、その他中小型ダム・堰・水路整備に加え、その他に海水淡水化や、人口増雨（雪）

等も積極的に利用するとしている。（次頁表参照） 

また、農村における安全な飲用水供給拡充も最重要課題の一つであり、供給人口を 2010 年の 2.1 億人

から、2015 年には 2.98 億人へ拡大するとの点が、必ず達成すべき目標として掲げられている。 

 

表 14 有効灌漑面積の増加指標 

主要プロジェクト 
有効灌漑面積 

増加分（万ムー） 
注 

１．新灌漑区 1,500  

２．大型灌漑区における節水改造 1,900  

３．中型灌漑区における節水改造 1,400  

４．その他の農地水利プロジェクト 700 ﾎﾟﾝﾌﾟ更新改造、中小型水源開発等 

1～4 で合計 5,500 万ムーが増加する。水源条件の変化や、設備老化、建設用地への転用等による灌漑面

積の増加を兼ね合わせ、第 12 次 5 ヶ年期の有効灌漑面積の純増は 4,000 万ムーを計画。 

出所）「水利発展第 12 次 5 ヶ年計画」 
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表 15 有効灌漑面積の増加指標 

主要プロジェクト 
水資源供給能力の

新規増加（億㎥） 
注 

合計 400  

１．南水北調
12
の東ﾙｰﾄ一期ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 134  

２．大型ダムプロジェクト 60  

３．中型ダムプロジェクト 40  

４．西南 5 省重点水源プロジェクト 80 中小型ダム、堰・水路整備を含む 

５．区域引調水プロジェクト 46  

６．その他 40 地下水、海水淡水化、人口増雨、老朽化ﾀﾞﾑ補修等 

出所）「水利発展第 12 次 5 ヶ年計画」 

 

このほか、劣化農地（中低産農地）の改良事業も「国家食糧安全中長期計画綱要（2008～2020）」から

引き続いて重視されている。劣化農地として分類されている農地のうち、最も多いのが土壌水分が不足す

る農地で、前述の水利対策が重視されているが、この他に塩性アルカリ土壌、土壌の粘度が高い農地、酸

性度が高い農地、土壌の水分過多、砂がちな農地等が含まれる。第 12 次 5 ヶ年計画時に、これら劣化農

地の大規模な改造を行うとしている。 

 

また、農業防災・減災能力の構築を推進するため、気象部の発表する第 12 次 5 ヶ年計画にあたる「気

象発展計画（2011－2015 年）」にも、農業関連分野が様々な側面に含まれている。気象観測・警報システ

ムの強化により、干ばつや洪水、あるいは気温の高低、台風や霧・雹等を予測・警報し、また情報伝達を

スムーズにし、リスク管理を向上させて、これらの災害に対して備えることができるようにするほか、治

山・治水による災害防止をすすめ、さらに空気中の水分を最大限に利用できるよう、人工気象制御システ

ムの能力強化を図るとしている。 

気象発展計画では、取り組むべき重要なプロジェクトの一つとして、食糧 5000 万トン増産計画を気象

面からサポートするとのプロジェクトが含まれており、800 ヶ所の食糧生産大県及び 3 ヵ所の種子繁殖基

地（海南省、西北省、河南省）の位置する地域では、省、地区、県の三段階において、人工気象制御シス

テムと農業気象観測、技術装備確保、情報伝達と警報サービスシステム等を整備する計画である。また、

食糧 5000 万トン増産計画に含まれていない新疆、チベット、青海、甘粛、北京、天津、福建、海南、広

東等の地方でも人工気象制御システムの構築を行うとしている。 

人工気象制御システムは、中国では 1950 年代末から試験的実証研究が進められ、1980 年代から研究・

応用が活発になった。大砲や飛行機を利用した増雨（雪）と防雹が主要な内容で、増雨（雪）は農業関連

で干ばつ緩和、ダム・ため池の貯水量増加、森林火災鎮火等のほか、都市の大気汚染緩和にも利用されて

いる。全く水分の無い所から降水を作ることはできないため、「増雨」との用語に統一されている。 

現状では、計 30 省、2,235 県（市、区、新疆生産建設兵団と黒竜江国営農場を含む）において人工気象

制御が実施されており、高射砲 6,902 門、ロケット砲発射機 7,034 台、飛行機 50 機強が各地に配備され、

関係職員 4.77 万人、増雨実施面積 500 万平方キロメートル、防雹実施面積 50 万平方キロメートルとなっ
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 中国南方の水を北方地域に運ぶ大規模な水利工事プロジェクトで、東ルート（長江下流から華北地域）、中央ルート

（長江中流から華北地域）、西ルート（長江上流から黄河上流地域）の 3 ルートの開削を含む。東ルートは 2002 年着

工、中央ルートは 2003 年着工、西ルートは検討中の段階。東ルートは 2013 年 12 月、西ルートで 2014 年 10 月の第一

期工事完成・導水開始を予定。 
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ている13。これらの増雨等の活動が中国全土の穀物増産に対して非常に大きな影響があるとまでは言えず、

「象徴的な価値」しかないとの見方もあるが、一方で対象となっている地域においては干ばつ防止に対す

る一定の効果がみられるものと考えられ、中央・地方政府の人工気象制御への投資は拡大している。 

2002 年に「人工気象制御管理条例」が施行策定されたが、特に近年になってより注目されるようになっ

ている。2008 年には国務院国家改革発展委員会及び中国気象局が「人工気象制御発展計画（2008～2012

年）」を策定、2011 年には気象局が 2008 年から準備を進めてきた「全国干ばつ対策計画」が国務院常務

会議を通過した。2012 年の 1 号文件における農業科学技術の重点開発分野にも人工気象制御が含まれて

おり、2012 年 4 月には財務部と中国気象局が「人工気象制御補助資金管理暫定方法」の通知を発布、各

省等へ実施にかかる費用や設備・消耗品の購入・保管等に係る費用について、中央政府に対して補助を申

請できるように整えた。2012 年 8 月に国務院弁公庁は「人工気象制御に係る意見」を発布、2020 年まで

に人工増雨（雪）を 600 億トン以上、人工防雹対策対象を 54 万平方キロメートルに拡大することを目標

として示した。現在、これを発展させてさらに「全国人工気象制御発展計画（2013～2020 年）」が気象局

及び国務院改革発展委員会等で起草されている段階である。 
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 (中国气象报社 2012) 
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課題： 限られた農地、投入物や労働力コストの増大等を鑑み、農地やその他の資源の利用効率を高めるこ

とが必要である。また、食品安全や生態環境保全の確保に対する社会的要求も高まってきている。 

施策：農業における科学技術水準の引き上げと、普及体制の強化をはかる。特に、品種改良、技術普及、

機械化、施肥最適化、病害虫防除、情報化、高効率栽培・節水・疫病対策等の分野が重点分野として挙げ

られている。 

「国民経済・社会発展第 12 次 5 ヶ年計画（2011～2015）」においては、新しく「農業科学技術革新の

加速」が独立した節として挙げられており、また科学技術部の「国家科学・技術発展第 12 次 5 ヶ年計画」

14を制定したが、計画の中における重点的な核心的科学技術開発領域として、第一に農業科学技術におけ

るイノベーション促進が挙げられている。関連部局により「農業と農村科学技術発展計画第 12 次 5 ヶ年

計画」も策定されている。2012 年の第一号文件で農業分野の科学技術発展が重視されたこととリンクする

が、今後は農業科学技術開発分野への投入も増加するとみられる。 

「国家科学・技術発展第 12 次 5 ヶ年計画」における農業科学技術におけるイノベーション促進に関す

る項目においては、①農業の研究開発促進、②農業科学技術の普及・移転の強化、③農業科学技術創業や

サービス体系の構築、以上の 3 つの側面が挙げられている。 

①農業の研究開発促進 

食糧増産に資するための耕地や種子、技術等、土壌改良、機械化等の分野を筆頭に、多機能農業設備か

ら食品安全、海洋農場、節水農業、農村情報化、農村計画と居住の 7 分野が重点的な農業科学技術研究開

発対象として示された。（下表参照） 

 

表 16 重点的農業科学技術刷新分野 

主要分野 内容 

1 食糧増収科学技術プロジェクト 食糧増産に資するため、耕地・種子・技術等の様々な側面の

総合的な技術体系を研究・開発する。中低産地の改良、農地

の潜在的増産能力の発揮、機械化、資源節約、防災等を含む。 

2 多機能農業設備 損耗や排出が少なく高度な農業機械設備の開発研究を行う。 

3 食品緑色・安全加工 食品製造から物流までの食品安全に資する研究開発を行う。 

4 海洋農業 海洋での養殖業推進のために、種苗や養殖技術等の研究開発。 

5 節水農業 土壌中の水分利用効率を高めるため、節水技術や設備・品種

を開発する。 

6 農村情報化 農村情報化のための研究や総合的サービス拠点の構築をはか

る。 

7 村・鎮・社・区の計画と住宅改善 住宅や公共設備、環境保全に関わる計画策定をはかる。 

出所）科学技術部「国家科学・技術発展第 12 次 5 ヶ年計画」 

先端技術研究の農業関連分野では、遺伝子組換えを含む農業バイオ・植物分子工学、動物幹細胞、創薬、

食品栄養、情報工学等の先端技術を重点的課題とし、分子育種、食品加工、バイオ、海洋農業、情報化農

業、設備、環境管理等の技術上のブレークスルー、優良動植物新品種、バイオエネルギー、バイオ医薬品、

生物農薬、DNA ワクチン、ジーンバンク、健康食品、海水養殖等重要分野の開発に力を入れる。 
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 科学技術振興機構（JST）Science Portal China において全文の日本語訳が閲覧可能。 
http://www.spc.jst.go.jp/policy/national_policy/plan125_science/index_125.html 
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②科学技術の移転・普及、及び③農業科学技術創業やサービス体系の構築 

中国では、開発された農業生産技術等を農民に移転を行うための公的あるいは民間の普及サービスが不

足が大きな課題の一つである。 

第 12 次 5 ヶ年計画では、農業科学技術の応用・普及を促すための資金の充実や龍頭企業・合作社等と

の連携の強化に取り組むとしている。また、農村科学技術の普及のための「農業科学技術特派員15」によ

る農村の末端での農業科学技術創業プログラム、様々なモデル地区の設立等も行う。 

 

また、科学技術に関連して種苗産業の推進が重視されている。「全国農業・農村経済発展第 12 次 5 ヶ年

計画」では、現代的種苗産業の発展の推進を加速・応用できる将来性が大きくあると指摘し、知的財産権

を備えた飛躍性のある優良な品種を多く育成することに力を注ぎ、大規模かつ規格化・集約化・機械化さ

れた良質種子生産基地を多く建設するとしている。 

「現代種苗産業プロジェクト」として、以下の 4 点を重視している。①農作物育種施設設備条件を改善

し、良質種子生産優位地区において農産物良質種子繁殖育成基地を建設することをサポートし、西北、西

南、海南の農産物種子生産基地建設への注力を拡大し、農産物品種試験と種子検査施設条件を改善する。

②家畜品種選抜育成に係る中心的な育種場、原種・優良品種育種場、種畜飼養所、新品種育成場等の建設

をサポートし、国家レベルの家畜品種資源場と種畜性能測定センターを重点的に建設する。③水産遺伝育

種センターと原種・優良品種育成場を建設する。④重要動植物のジーンバンク及び遺伝子組み換え技術発

展のプラットフォームを建設する。 

 

「全国農業・農村経済発展第 12 次 5 ヶ年計画」においては、特にトウモロコシ、コメの分野について、

以下の点が突起されている。 

品種開発・普及 

トウモロコシ品種としては、米国の近年のトウモロコシ単収は密植栽培技術が広まったことが一つの要

因であると考えられていることから、密植に適した品種で、さらに倒伏耐性、病中害耐性、耐乾性の高い

トウモロコシの新品種を育成して、飼料用等の専用トウモロコシ生産の拡大を図るとしている。また、酪

農・肉牛飼育の粗飼料として活用できるサイレージ兼用トウモロコシの生産も重要視されている。コメで

は、インディカ米からジャポニカ米への切り替え（ジャポニカ米の消費が伸びているため）が重視されて

いる。品種ではスーパーライス（超級米）とハイブリッドジャポニカ米の育種等の科学技術研究推進と技

術普及を強化する。 

機械化省力化 

機械化が遅れているトウモロコシ収穫のウィークポイントを打破するとされた。コメでは、苗の投げ植

えなどの簡易栽培技術の普及を図り、省力化に寄与するとしている。水稲の作付も機械化が遅れている分

野であり、改善を推進する。 

病害虫防除 

イネについて、病虫害専門的防除水準を高める。 
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 2006 年の第 11 次 5 ヶ年計画以降実施されいる制度で、科学技術の学識経験を備えた人材を試験で選抜して、科学

技術特派員として農村に派遣するもので、農家の育成や新品種導入、技術普及等を担う。 
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課題：食糧産地の重点地域への傾斜が深まるに従い、産地から消費地への物流、特に「北糧南運」の主要

な流通ルート（下図東北ルート）を強化することが最も大きな課題である。さらに、道路整備の遅れ等の

一般的な物流上の課題に加え、食糧作物では特に損耗を抑制すること、コスト削減のためのバラ積みを促

進することなどが必要とされている。また、農産物の一次加工が停滞して収穫後の損失が重大で、また加

工による付加価値増加の水準が比較的低いという点が課題とされている。 

施策：食糧輸送については、道路整備等の一般的な物流インフラ整備を加速するほか、生産地・中継地で

の積載施設の整備を進め、食糧のバルク輸送網を築く。加工分野では、生産中心地域における食糧・油糧

種子の加工基地建設を進める。 

 

「食糧業界第 12 次 5 ヶ年発展計画」によれば、地域別には、東北では食糧の運搬車両への積載設備の

建設、華北・華南・中南・西南の各地域での荷下し施設と連携させ、食糧流通の中継地保管施設を建設す

る。また水運・鉄道での輸送システムを構築し、東海沿岸の港湾や長江・珠江流域への物流中継・陸揚げ

設備を配置する。また、東北からの玄米のコンテナ輸送等の試験的実施等を実施。また、黄淮海等の主要

な流通ルートにおける保管設備やバルク輸送設備を整え、西部地域への食糧中継地としての能力も高める。

また、これらに伴い物流や情報等のサービス産業体系も整え、技術開発を行う。 

 

 

図 5 主要な食糧流通ルート 

出所）国家食糧局「食糧業界第 12 次 5 ヶ年発展計画綱要」 

 

また、小売市場、生産地・消費地の卸売市場の発展を促す。第 11 次 5 ヶ年計画時に設立した 23 省（区・

市）における食糧卸売市場を基礎として国家食糧交易センターを発足させ、価格指標の役割を持たせたが、

第 12 次 5 ヶ年計画では、これを継続・強化するとされている。また、商品先物市場で扱う品目を徐々に

増加させ、リスク回避の役割が果たせるようにする。 

東北 
ﾙｰﾄ 

黄淮海 
ﾙｰﾄ 

長江 
ﾙｰﾄ 

新疆後方基地 
食糧流出ﾙｰﾄ 
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なお、食糧備蓄については特に主要な消費地、西部の食糧不足地、貧困地域での備蓄体制を強化し、新

しく 2,000 万トンの食糧保管設備を整備し、36 ヵ所の大中都市で食糧の低温貯蔵設備の建設を進め、また

1 億トンの食糧保管設備を修繕する。800 万戸の農家において、穀物等保存のための小型設備の導入を図

るほか、大型農家（農業経営体）においては保管能力 100 トン以上のサイロ建設を進める。 

 

「食糧業界第 12 次 5 ヶ年発展計画」では、食糧作物の安全性確保のために、①監督・検査強化のため、

体系構築、倉庫における検査の強化、市場管理と政策執行状況監視の強化等を行う。②食糧買入れや産品、

食糧・油脂保管、加工等に係る基準整備を強化し、検査能力を高め、品質安全監視体制を強化する。とし

ている。 

 

「全国農業・農村経済発展第 12 次 5 ヶ年計画」では、農産物の一次加工が停滞して収穫後の損失が重

大になっており、加工による付加価値増加の水準が比較的低いという点が指摘され、農産物加工の積極的

な推進を図るとされている。 

「食糧業界第 12 次 5 ヶ年発展計画」では、現代的な食糧・油脂の加工体系を構築する。特に技術や品

質水準の強化、ブランド化を促す。また、地域的には次頁図に示すように、コメについては長江中下流域、

東北、小麦については華北、華東、西北を重視。トウモロコシについては高度加工（工業アルコール、で

ん粉等）については厳格に制御する。大豆については東北と沿岸地域に加工施設を集中させ、その他の落

花生、菜種、綿実、カメリア等の搾油についても立地を最適化する。 

 

 

図 6 コメ加工産業と小麦加工産業の配置図 

出所）国家食糧局「食糧業界第 12 次 5 ヶ年発展計画綱要」 

 

 

南方コメ加工産業区 

東北コメ加工産業区 

西部小麦加工産業区 

京津小麦加工産業区 

中東部小麦加工産業区 

珠三角小麦加工産業区 
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図 7 搾油産業の配置図 

出所）国家食糧局「食糧業界第 12 次 5 ヶ年発展計画綱要」 

 

東北大豆加工産業区 

落花生河口産業区 

菜種加工産業帯 

沿岸大豆加工産業帯 

ｶﾒﾘｱ油加工産業区 
菜種・ｶﾒﾘｱ油加工産業区 

綿実加工産業区 

大豆加工産業区 

菜種加工産業区 

落花生加工産業区 

ｶﾒﾘｱ油(椿油)加工産業区 

綿実加工産業区 
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課題：中国では若年層の農外転出によって農業担い手の高齢化が急速に進行している。今後の中国では近

代的な農業生産・農業経営の担い手育成が必要とされている。 

施策：農業農業生産担い手として、農家請負制は維持しながらも、大規模化・専業化を進め、家庭農場を

育成し、同時に農民専業合作社（協同組合）、供銷合作社 農民経紀人（仲買人）、龍頭企業（農村をリー

ドするような企業）等の多様な形式による農業生産経営に対するサービス提供を政策的に支援する。 

 

農業経営の大規模化・専業化を養成していくなかで、高収益農業を担う専業的な経営主体と、兼業で余

暇的に栽培を行う農業との 2 極化を進めることになる。専業的な作物栽培・家畜飼養の大規模農家、家庭

農（牧）場、農民専業合作社、農業産業化龍頭企業等の経営主体をサポートし、多様な形式で適切な規模

の経営を発展させるとしている。 

特に、「買い物かご」産品（園芸・畜産）について、安全対策等の面からも大規模化が推進されている。

園芸作物においては「園芸作物小区」の設立をはかる。畜産分野では「畜産標準化大規模飼養場（小区）」

を設立し、養豚、酪農、肉牛、肉羊、肉用鶏と採卵鶏の標準化大規模飼養場（小区）の建設をサポートし、

飼養場（小区）の畜舎標準化の改築、畜産廃棄物処理利用施設や、水、電気、道路等の付帯インフラ設備

の建設を重点的に強化し、疾病予防・制御等の方面における設備建設を進め、家畜飼育の標準化と大規模

化を推進するとしている。 

( )  

1.1.3 節に示した 2013 年 1 号文件で「家庭農場」が今後発展を図るとして取り上げられているが、「全

国農業・農村経済発展第 12 次 5 ヶ年計画」においても家庭農場が今後の農業の担い手の一つとして挙げ

られている。家庭農場は、農村戸籍を持つ農家で、家族構成員を主な労働力としながら、大規模で集約化

された農業生産をめざし、農業所得を主な所得とする農業経営体を指す。特に、企業による経営では食糧

生産よりも収益性の高い園芸作物や畜産に転換されてしまいがちであるとの点が懸念されてきたことから、

「家庭農場」という経営形態を重視するようになったとみられる。 

 

龍頭企業については、①農業産業化のための龍頭企業発展に係る総合的政策文書を制定し、農業産業化

経営を発展させる、②龍頭企業の自主的な革新を推奨し、より高度な加工を発展させ、現代流通に関わる

ことをサポートする、③龍頭企業が合併・改組・資本参加・買収等によって企業集団を設立できるよう誘

導し、また農業産業化モデル基地を建設して龍頭企業集団郡の発展を促す、④農業産業化を担う人材育成

を強化し、政策を理解して、経営に秀で、管理ができる龍頭企業に人材を提供する、④「龍頭企業＋合作

社＋農家」といった形での組織化を推し進めて龍頭企業が農家を牽引する能力を増強するとともに、農家

や合作社の龍頭企業への出資を支援して利益関係緊密化をはかり、農民が利益を共に享受できるようにす

る、等の点が含まれている。また、農産物加工分野では、100 億元以上の生産高を誇る大型企業集団を多

く育成するとしている。 

 

黒竜江省農墾と新疆生産建設兵団などの国有農場も、農業生産の担い手として重要な役割を担っている。
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「全国農業・農村経済発展第 12 次 5 ヶ年計画」では、①食糧、綿花等の農産物大型生産基地と国家天然

ゴム基地の建設水準の向上を確固たるものとし、現代農業の施設装備建設を強化し、全工程の機械化を推

進する、②家畜・家禽良質品種の基地建設水準を高め、乳牛、養豚等の標準化大規模飼養と食肉生産を推

進する、③農業標準化実施範囲を拡大し、現代情報技術の主導産業の中での運用を強化し、先進的な生産

様式の模索と普及を進め、農産物の品質トレーサビリティ確立の範囲を拡大し、農産物品質安全水準を高

める、④主業が突出し、市場競争力が強く、比較的大きい業界影響力を備えた大型企業集団を多く積極的

に育成する、⑤「走出去（海外投資推進）の戦略の実施に注力し、国有農場の発展の余地を開拓する、と

の 5 点を国有農場の発展目標としている。 

 

食糧の流通加工等を牽引する担い手として、近年は特に国有企業の影響力が拡大している。国家食糧局

「食糧業界第 12 次 5 ヶ年発展計画」では、食糧の買付における国有企業の主導的役割を発揮させ、国有

企業の改革・発展を促進するとしている。特に、政府によるコントロールと企業経営の関係を整理・規範

化し、国有の大型食糧企業を 50 社程度育成して市場の調整能力を高め、国有食糧企業の産業連携を強め

て、150 社以上の食糧産業化龍頭企業をサポートする。 

 

「全国農業・農村経済発展第 12 次 5 ヶ年計画」では、外資誘致（「引進来」）と海外投資（「走出去」）

も更に活発化させるとしている。外資利用水準を高め、外国資本の農産物・農業生産資本参入制度を WTO

ルールに適合させ、「外国資本投資産業指導目録」に従って、農業領域における外資投資を促し、外資投資

誘致の質と水準を高め、農業産業の安全性を維持する。一方で、農業の海外投資のサポートに対する注力

の程度を拡大し、企業のためのプラットフォームを構築し、農業の対外提携と交流を拡大し、お互いにウ

ィンウィンの関係を実現する。 
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3.2  

課題：特に近年「買い物かご」産品（野菜・果実、食肉・卵・乳製品・魚介を指す）の季節的、構造的、

地域的な不足・価格高騰や、度々発生する品質安全関連の事件への対処が重要と捉えられている。 

施策：中国では、「買い物かご」産品の生産促進を、1998 年から「買い物かご（菜籠子）プロジェクト」と

して継続して実施している。第 12 次 5 ヶ年計画においても、均衡がとれ、安全な産品の確保という点から

品目別のプロジェクトを導入する。また、「買い物かご」産品においても、卸売市場の形成を図り、価格指

標を明らかにし、必要に応じて政府による買い入れ介入などが行える体制を整える。また、農業産地とス

ーパー等を直接繋げる産直の取り組みも推進する。また、安全性確保のためのトレーサビリティ向上、検

査体制強化を図る。 

 

野菜については、「全国野菜重点地域発展計画（2009-2015 年）」によって国内重点地域（5 地区 496 産

地）、輸出重点地域（3 地区 191 産地）を選定して野菜生産を振興しており、さらに近年季節的な供給不足

によって生鮮野菜の高騰が度々起こったために、2012 年には「全国野菜産業発展計画（2011-2020 年）」

が発表されている。 

第 12 次 5 ヶ年計画において、野菜については大中都市の郊外における野菜農園を安定的に増加させ、

河南・長江上中流の冬春野菜、黄土高原・雲貴高原の夏秋野菜、黄淮海・環渤海の施設野菜、主要 5 地区

の野菜生産基地を着実に建設し、海南・広西の南部産野菜の北部への輸送基地建設を特に強力に推し進め、

野菜供給について量と質の面で季節的に均衡し、地域・品種でバランスがとれるよう保障するとしている。

また、育苗集約化、温室等の施設栽培、パッキング施設等のインフラ建設の強化も重点的にとりくむ。 

 

畜産では、特に養豚と酪農分野が重視されている。家畜品種の改良・普及、大型化・専業化、飼料供給

の安定化、動物疾病制御ネットワークの確立、草地の回復と牧草飼育発展の各分野が重視されている。関

連して、工業・情報化部と農業部が共同で「肉類工業十二ヶ年発展計画」を発表している。 

養豚では、「全国豚屠畜業発展計画綱要（2010-2015 年）」が策定されており、これに沿って東北、中部、

西南と沿海部地域の主要産地を重点的に建設し、全国養豚遺伝改良計画の実施を全面的に推進し、地方の

特色ある品種資源の保護・利用を拡大し、良質な肉豚の国内供給能力を高める。標準化された大規模飼養

の発展に力を入れ、廃棄物の総合利用を強化し、生産技術を高め、豚肉の有効供給を保障し、養豚が持続

的に発展できるようにする。 

酪農では、2007 年に制定した「乳業優勢区域発展計画（2008～2015）」「全国乳業発展計画（2009～2013）」

が制定されており、これに沿って、①東北内蒙古産地・華北産地・西部産地・南方産地・大都市周辺産地

等の 5 大酪農地区を建設し、生乳供給基地建設を強化する、②乳牛の遺伝改良計画の実施を加速し、良質

の牧草（クローバー等）基地を設立し、搾乳機械化水準を高める、③乳牛群を重大疾病から清浄化し、生

乳の品質監視管理を強化する。④学童牛乳飲用計画を積極的に推進し、乳製品消費を促進する、等が計画

されている。 
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動物防疫体制としては、①国家動物疾病制御ネットワークと緊急対応システムを整備し、国家動物疾病

予防治療中長期計画を制定し、重点動物疾病予防治療計画を指導させる、②6 段階の動物疾病制御体制を

整え、動物疾病の区レベルの建設、動物衛生管理法制度の施行、動物識別及び疾病の追跡体系の建設を加

速し、動物用医薬品の品質安全管理体系の建設を増強し、動物防疫技術のサポート体系の構築を強化する、

③動物疾病制御経費の投入を拡大し、飼養中に病死した動物の処理に係る補助制度設立を検討し、末端防

除作業補助システムを確立する、等が計画されている。 

 

第 12 次 5 ヶ年計画では、漁業・養殖部門についてもより積極的に取り上げられるようになった。 

養殖では、大中都市の水産物供給の保障のために、都市周辺及び陸上養殖主産地における水産養殖を重

点的に発展させ、施設養殖面積を拡大することとされている。「水産健康養殖モデル事業」を実施して、

既存の老朽化した大規模養殖場を改築し、養殖場の水・電気・道路等の基礎インフラ及び関連機械施設、

環境保護施設、水生動物防疫設備、品質安全検査施設等の建設をサポートする。また、大規模陸上養殖、

深水生簀（大型生簀）養殖、水田での淡水魚養殖、塩性・アルカリ性の農地の養殖への活用等、現代的養

殖方法を積極的に普及し、水産養殖発展のさらなる余地を開拓する。 

増殖漁業の発展と水産資源保護も重視されている。放流による資源増を狙い、各種水生生物の稚魚を累

計 1,500 億尾放流する。また、水産資源の観測評価を強化し、漁業資源を保護しながら合理的に開発利用

し、漁獲圧力をコントロールし、近海で漁猟する漁民の業種転換を推進する。また、漁業強化のため、遠

洋漁業国際競争力を強化し、漁業用ディーゼル補助政策を継続・完備する。「漁業政策・漁港構築プロジェ

クト」を実施し、中心的漁港、一級漁港、二級漁港、安全錨地、内陸重点漁港の改築・建設を行い、健全

な海区レベル、省レベルの漁業行政基地を構築し、一連の漁業行政執行法施設を購入配備する。 

 

中国では食品安全性の確保が近年最も重要な課題の一つとなっている。食品安全は、農産物の生産段階

では農業部が、食品加工を国家品質検査検測総局が、食品流通までは工商管理総局が、外食では衛生部食

品薬物監督局が、輸出は税関及び品質検査総局が担当している。食品安全法が 2009 年に制定され、よう

やく全体を統括的に指導・監督する機関として国務院食品安全委員会が設置された。食品安全分野では「国

家食品安全監督体系第 12 次 5 ヶ年計画」が出ており、またさらに 2012 年に国務院は「食品安全政策の強

化に関する決定」を出している。特に生産者、流通業者とも小規模な業者が多く存在してトレーサビリテ

ィ確保に十分対応できず、流通経路が複雑であることも問題の解決を難しくしている。 

「全国農業・農村経済発展第 12 次 5 ヶ年計画」では、農産物品質安全検査測定能力構築プロジェクト

を実施するとしており、以下の 2 点が含まれている。①各段階での品質検査機構検査観測機器設備を整備

し、部レベルの水産品品質安全研究センターを建設し、多くの部レベルの専門品質建設センターの建設を

補充し、地（市）レベルの総合品質検査センターと県（場）レベルの総合品質検査所を建設する。②全国

農産物品質安全検査情報警報プラットフォームを構築する。 

また、「国内貿易発展第 12 次 5 ヶ年計画」においても、「食肉・野菜・酒類流通トレーサビリティ構築

プロジェクト（大中都市で食肉の屠畜、卸売、小売、消費等の各段階のトレーサビリティ構築等）」、「安心

食肉供給体系構築プロジェクト（屠畜企業の管理・監視強化）」等が含まれる。 
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また、農産物全般の流通については、主に国務院の制定する「国内貿易発展第 12 次 5 ヶ年計画」が管

轄する。第 12 次 5 ヶ年計画では、以下の図に示す 11 ヶ所の主要な商業地域とそれぞれを結ぶ流通ルート

の構築が急がれている。なかでも、特に環渤海、長三角、珠三角の経済発展が進んだ地域では物流の近代

化と貿易の中心地としての機能をさらに増強し、中原、長江中流、成渝、関中－天水の中部地域では特に

農産物等の商品の現代的な物流集積・消費産地としての機能を拡充させ、新疆、甘寧青、滇黔桂では西部

大開発、ハルピン・長春は東北振興の拠点としてそれぞれ地域の特色ある流通体系を築くとしている。な

お、野菜や畜産品等では「北糧南運」と反対に「南菜北運（南から北に野菜や畜産品を運ぶ流通ルート）」

や「西果東送（西の果実を東に運ぶ流通ルート）」が重視される。 

 

 
図 8 主要な商業機能区分の分布図 

出所）国務院「国内貿易発展第 12 次 5 ヶ年計画」 

 

「買い物かご」産品（園芸作物・畜産物等）については、大型の卸売市場設立を推進している。これに

よって産品供給の均衡を図ると共に、流通経路を整理して品質管理を徹底し、トレーサビリティ確保にも

つなげる考えである。 

「買い物かご」産品産地卸売市場プロジェクトとしては、以下の 2 点が重視されている。①優位生産地

域における多くの国家級重点大型卸売市場の建設・改築をサポートし、情報サービス、オンライン取引、

貯蔵・物流、品質安全検査、環境衛生処理当施設を重点的に発展させる。②「買い物かご」産物の大規模

生産基地において、地域レベルの産地卸売市場の建設をサポートし、情報サービス、品質検査、収穫後処

理等の条件を改善し、冷蔵保管施設と流通加工施設の一体的建設を奨励し、収穫後急速冷却、商品化加工

珠三角 

ハルピン・長春 

長江中流 

環渤海 

中原 

長三角 

成渝 

関中-天水 

滇黔桂 

新疆 

甘寧青 
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処理、最盛期冷蔵保存を実現する。 

 

「全国農業・農村経済発展第 12 次 5 ヶ年計画」では、食糧以外の農産物加工について、農産物生産基

盤を基礎として、以下の地域区分での発展を促すとしている。 

 黄河流域、長江流域等の経済作物優位地区では、綿花、油糧種子、砂糖原料、柑橘、リンゴ等の換

金作物の加工業の発展に力を入れる。生産後の加工処理技術と施設・設備の強化に力を入れ、高度

加工の水準を安定的に向上させる。 

 中原、東北、西北、沿海等の家畜・水産優位地区では、食肉、乳製品、水産品の加工業を積極的に

発展させ、伝統的で特色のある畜水産品の工業化生産を推進し、産業チェーンを整備し、品質管理

体制とトレーサビリティ体系を整え、地区水産品の食用安全を保障する。 

具体的な重点事項としては、以下の 4 点が挙げられている。①農産物加工転化能力を高め、かつ農民就

業増収を拡大することを目標とし、農産物加工技術のボトルネックの突破を切り口として、産地加工を着

実に発展させ、産業集積を促し、生産額が 100 億元を超える産業集積を多く発展させる。②高度な加工を

推進し、リーディング企業を育成し、産業の優位性の向上を促進し、生産額が 100 億元を超える大型企業

集団を多く育成する。③科学技術の刷新に注力し、農産物加工技術の研究開発体制を構築し、農産物加工

技術の革新と応用能力を高める。④企業と農民の利益の連結システムを構築することに力を注ぎ、農産物

加工業が現代農業建設と農民就業増収効果をもたらす効果を十分に発揮させ、同じペースでの発展を実現

する。 

 

第 12 次 5 ヶ年計画では、農業とスーパーマーケット等の市場の直接販売である「産地直送（農超対接）」

を強化するとしている。 

合作社については、「農民専業合作社能力構築プロジェクト」を実施し、①産地において合作社が農業生

産サービス施設建設を行うことをサポートし、「産地直送（農超対接）」のために都市の学校・ホテル・大

企業等への直売網、地域のチェーン店やスーパーの専用売り場建設を増強する、②合作社を構成する生産

者らの書類記録体制を確立し、安全生産記録管理を実施し、合作社の財務管理体系を整え、市場情報収集

と伝達を強化する、という点が含まれている。他に、モデル合作社建設活動を広範に実施し、合作社指導

員を強化し、農民専業合作社が国内外の農産物展示会での販促活動を行うことを支援する。農民専業合作

社における協同信用活動を奨励し、合作社間での連合や提携を促進し、生産経営水準と市場開拓能力を高

める。合作社が農産物の保存、冷蔵、一次加工等の施設を建設することをサポートする。 

龍頭企業や農民専業合作社に対し、各種の課税免除や補助によるインセンティブ供与を継続・強化する。

「国内貿易発展第 12 次 5 ヶ年計画」においても、産地直送推進のための「農産品基幹流通網建設プロジ

ェクト（産地直送（農超対接）、生産地・消費地卸売市場等の総合的事業）」、「朝食モデルプロジェクト（大

型龍頭飲食業者による主食加工配送センター建設推進）」等のプロジェクトが実施される。 
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3.3  

課題：限られた資源の有効活用が求められるようになり、作物残渣等の未利用バイオマスが注目されてい

る。劣化農地の他に、草地の深刻な劣化が顕在化してきている。 

施策：未利用バイオマスのうち、従来家畜排せつ物を利用したメタンガスの利用が促進されてきたが、こ

れについて引き続き推進するとともに、藁や茎等の資源についての利用も新たに目標として加えられた。

また、草地の保全・再生のプロジェクトも重要施策として取り上げられている。 

 

第 12 次 5 ヶ年計画では、作物残渣等の農業廃棄物を主な原料とするバイオマスエネルギーの開発を急

ぎ、太陽光や風力等の再生可能エネルギーの利用を開発するとされている。特に新しく農産物茎・藁総合

利用率の項目が導入され、未利用バイオマス資源を有効活用していくことが強調されていることが特筆さ

れる。2010 年の利用率は 70.6%と推計されており、これを 2015 年までに 80%以上に引き上げるとしてい

る。国家発展改革委員会、農業部、財政部は「第 12 次 5 ヶ年計画の農産物藁・茎総合利用実施法案」を

策定している。 

「第 12 次 5 ヶ年計画の農産物藁・茎総合利用実施法案」によれば、藁・茎の利用量は 2010 年で約 5

億トンで、うち 2.18 億トンが飼料として用いられ、1.22 億トンがエネルギー（農村での炊事・暖房用と

セルロース系エタノールを含む）として用いられ、1.07 億トンが肥料として用いられ、0.18 億トンがキノ

コの菌床として用いられ、0.18 億トンが繊維版や製紙等の工業原料に用いられている。 

「全国農業・農村経済発展第 12 次 5 ヶ年計画」では、茎・藁資源が燃料として浪費されており、深刻

な大気汚染の原因ともなっていること、また国内のエネルギー不足の問題も深刻であることから、「減量化、

再利用、資源化」の循環経済理念に照らし合わせて、各地の事情に配慮しながら農業廃棄物の循環利用を

展開させ、農村メタンガスプロジェクト、農村衛生プロジェクト、藁・茎エネルギー化利用等のプロジェ

クトを重点的に実施するとしている。特に、「茎・藁のエネルギー利用プロジェクト」として、効率の高い

低排出のバイオマス炉を推進し、薪炭が節約できる炉と架空式オンドルへ更新し、茎・藁のバイオマスガ

ス集中ガス供給所、茎・藁熱分解ガス集中ガス供給所、茎・藁バイオリアクターと茎・藁固化成型燃料の

モデルスポットを建設する。 

 

中国では、従来より農村部では家畜排せつ物と藁等を活用するメタンガス利用を振興しており、およそ

4000 万世帯（適合する農家のうち 34%）でメタンガスが活用されている。第 12 次 5 ヶ年計画でも継続し

て推進する。「農村メタンガスプロジェクト」では、戸別メタンガス、小型メタンガスプロジェクト、大中

型メタンガスプロジェクト、メタンガスサービスシステムを構築し、ガス供給への注力を拡大し、メタン

ガス精製ボンベ生産を発展させ、適合する農家のうち 50%以上がメタンガスを利用できるようにする。 
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環境保全の中で、特に第 12 次 5 ヶ年計画で強調されているのが、深刻な劣化が顕在化してきている草

地の保全である。また酪農や肉牛・羊等の振興にも、草地の保全回復が欠かせないとしている。 

「全国農業・農村経済発展第 12 次 5 ヶ年計画」によれば、北方の乾燥・半乾燥草原、チベット高原草

原等の地区を重点地域として、天然草地における放牧停止と草地回復プロジェクト、京津風沙源草地保全

プロジェクト、三江源草地造成プロジェクトと放牧地区水利プロジェクト実施への注力を強化し、砂漠化

草原保全プロジェクト、草原自然保護区建設プロジェクト、南方草地保護・造成プロジェクトの実施を開

始する。草原防災・減災インフラ建設によって、草原の防火やネズミ害・虫害対策を行う。人工草飼料基

地と柵・囲い設備を建設し、草原を科学的に利用し、草原における放牧生産方式を転換させる。 

 

  


