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第一章 形成把握、発展新要求への順応 

一、発展達成と経験 

「第十一次五ヶ年計画」以来、中央は「三農問題」を共産党全党の重要課題の中で、最も重要な課題と

して取り上げ続けてきた。農業強化・農業優遇政策の整備を継続し、「三農問題」政策をより強化し、各レ

ベル、各部門と多くの農民が協力して努力する下で、農業と農村経済は甚大な自然災害や国際金融危機等

の影響を乗り越え、安定した発展を継続することを実現し、「第十一次五ヶ年計画」で示された主要な目標

と任務を達成した。食糧は毎年増産し、総生産量は 4 年連続 5 億トン以上を達成し、食糧の総合的な生産

能力は着実に成長して「兆斤（5 億トン）」という新しい段階に入った。「買い物かご」産品の供給は十分

になり、市場の多様な需要に応えられるようになった。農民の収入は急速に増加し、相次いで 4 千元、5

千元の大台を突破した。年平均実質成長率は 8.9%となり、「第七次五ヶ年計画」以来で最も高い成長率と

なった。農業投入物や技術設備条件も明らかに改善を示し、農業科学技術貢献率と農作物耕作・収穫総合

機械化水準は平均 52%に達し、それぞれ 4%と 16%の成長をみせ、科学技術が既に我が国農業発展の主要

な推進力となっていることを表している。農業生産方法は長年にわたって人力・畜力に頼ってきたが、機

械作業を主とする新たな段階に入った。農業農村改革開放は新たな成功を遂げ、農村土地請負関係は安定

が保たれており、土地流動は安定して秩序あるもので、家族経営農（牧）場、穀物大規模生産者が大量に

出現し、農民専業合作社は 37 万を超え、農業産業経営組織は 25 万、新型農業生産経営主体は徐々に大き

く発展している。農産物輸出入貿易額は 1 千億ドルを突破し、我が国は既に世界で第 3 番目の農産物貿易

国となった。農村における第二次、第三次産業も急速に発展し、農産品加工業の生産高と農業総生産高の

比は 1.7 対 1 となり、郷鎮企業の生産高は 11 兆元を超え、年平均 12．9%の伸びを見せた。農村観光の年

間観光客はのべ 4 億人となり、営業収入は 1,200 億元を超えた。農林牧漁業サービス業の生産高は 2,300

億元を超え、2005 年に比べて 110%以上の伸びを示した。社会主義新農村建設創設は新局面を迎え、農村

インフラと教育、衛生、文化、社会保障等の社会事業は急速な発展をみせ、農村風景は明らかに変貌し、

数多くの模範例が生まれている。農業と農村経済発展は多大な成功をおさめ、我が国が各種の困難やリス

クに対応するのに成功し、経済社会の安定した急速な発展を持続させて堅実な基礎を築くことに貢献した。 

「第十一次五年計画」は、きわめて特別な 5 年間を扱った。現代農業が急速に発展し、新農村建設の堅

実な推進をするという 5 年間である。実践が明らかにしたが、農業との農村経済の良好で急速な発展を継

続せねばならず、具体的な科学発展観を詳細に徹底することが必要で、全面的に「最も重点的」な戦略思

想を遂行し、農業強化・農業優遇政策を整備し、健全な農業支持保護体系を確立しなければならなかった。

また、国内食糧保障の基本的自給方針を堅持しなければならず、農業基地インフラと施設建設を適切に強

化し、農業総合生産能力とリスク対応能力を高め続けなければならなかった。さらに、農業科学技術の発

展と普及サービスを続け、農業科学技術のサポート能力を的確に発揮し、農業と農村経済発展の方式の変

化を推進しなければならなかった。農村の基本的な運営制度を整備・維持し、農業生産経営体制・機構を

刷新し、農業と農村経済発展活力の持続的な強化を図らなければならなかった。都市発展方策と統一をと

りながら、社会主義新農村建設を深く推進し、都市経済社会と一体化した発展の新しい枠組み形成を急ぐ

必要があった。 
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コラム 1 「第十一次五ヶ年計画」農業と農村経済発展の主要な達成一覧 

類別 指標 2005 年 2010 年 年平均成長率（%） 

農産品 

供給 

食糧播種面積（億ムー） 15.64 16.48 1.05 

食糧総生産量（億トン） 4.84 5.46 2.44 

綿花総生産量（万トン） 571 596 0.86 

油糧種子総生産量（万トン） 3077 3230 0.98 

砂糖原料総生産量（万トン） 9452 12008 4.9 

肉類総生産量（万トン） 6939 7925 2.69 

家禽・卵総生産量（万トン） 2438 2765 2.55 

牛乳・乳製品総生産量（万トン） 2865 3780 5.7 

水産品総生産量量（万トン） 4420 5373 3.98 

農産物品質安全ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ総合格率（%） 94.3 94.8 [0.5] 

農業 

産業構成 

畜牧業が農業総生産額に占める割合（%） 33.7 30 [-3.7] 

農産品加工産業生産額が農業生産額に占める

割合（%） 

1.1 1.7 [0.6] 

郷鎮企業付加価値額（兆元） 5.05 11.2 12.9 

国営農場生産総額（億元） 1358.65 3381 20 

農業 

投入物・ 

技術・ 

施設条件 

有効灌漑面積（億ムー） 8.25 8.98 1.71 

農業灌漑用水有効利用係数 0.45 0.5 [0.05] 

農業科学技術進歩貢献率（%） 48 52 [4] 

農作物耕作播種収穫総合機械化水準（%） 36 52 [16] 

農業機械総動力（億 kw） 6.8 9.2 6.23 

農業 

組織方式 

農民専業合作社数（万ヶ所）   37.9   

実質合作社加入農家数（万戸）   2900   

農業産業化経営組織（万ヶ所） 13.6 25 13 

傘下の農家数（万戸） 8700 10700 4.23 

農村生態 適切な農家家庭ﾒﾀﾝｶﾞｽ利用普及率（%） 12 33 [21] 

農業 

生産高 

と 

農民所得 

農林牧漁業付加価値額（億元） 22420 40497   

移出農業労働力（万人）     [4500] 

農村居住民平均所得（元） 
3255 5919 8.9 

注：[]内は 5 年の累計値で、成長速度は実質価格で計算している。 
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二、発展の機会と課題 

「第十二次五ヶ年計画」の時期は、社会情勢、国家情勢、農業情勢にまさに深刻な変化が継続的に発生

している状況であり、我が国農業と農村経済の発展は、やはり能力を十分に発揮して大きな貢献をするこ

とができる重要な戦略的な好機のある時期にあり、同時に多くのリスクや課題に直面している。 

共産党中央と国務院は「三農」政策を非常に重視しており、現代農業の発展を、経済発展方式転換を加

速する重要な使命としており、また工業化・都市化と農業現代化を同時に発展させることを政策的な指導

方向とし、さらに都市と農村の統一のとれた発展が「小康社会」全面的建設の根本的必要条件であるとし

ている。全社会が農民に関心を持ち、農業をサポートし、農村に注目するという雰囲気がより濃厚になっ

ており、農業と農村経済発展の環境条件はより有利になっている。第一に、我が国は既に工業によって農

業を支援する、都市によって農村の発展を促進する段階に入っており、2010 年の国内総生産額は 39 万億

元を超え、財政収入は 8 万億元を突破し、総合的国力と財政力は持続的に強化されており、農業強化・農

業優遇の政策的重点化も継続的に強化されている。第二に、我が国工業化は既に中期段階に入っており、

「第十二次五ヶ年計画」の時期に都市化率は 50%を超え、農業と農村経済の発展を牽引する力が益々明ら

かになっている。第三に、経済構成の戦略的な調整は継続的に深化しており、内需拡大戦略が全面的に実

施され、都市・農村住民の消費構造が急速に向上し、農業と農村経済の発展する余地はより拡大している。

第四に、農村改革の推進が進み、体制・機構が整備されてきており、農業と農村経済発展の制度的基礎が

より堅実なものとなっており、発展活力はさらにもう一段階増強されている。 

ただし、我が国農業の現代化は工業化に比べると遅れており、都市化の問題がかなり目立っており、農

村発展の遅れ、都市と農村の発展の不調和が、徐々に我が国の現代化確立の大きな制約となりつつある。

第一に、農業発展の基礎がまだ強固に安定していないこと。農業基盤インフラ設備はぜい弱で、投入物質

や設備水準も高くなく、科学技術を自主的に刷新する能力もまだ強力ではなく、公共サービスと社会的サ

ービスは遅れており、組織化の程度も低い等の問題がある。資源不足と環境的な限界が顕著になっている。

農産物の需要は継続的に増加し、国内外が波及的に連動してお互いに影響を及ぼす関係が益々深くなって

いる背景下で、農産物需給のバランス、構成のバランス、品質安全と環境保全の全てを保障しなければな

らないとの圧力が増大している。第二に、農村生産要素の流失が深刻になっている。農地は工業化、都市

化の急速な発展の中にあって、省政府による農外転用利用による農地補償が過少となる、あるいは農外転

用された農地の質に比べて補償された農地の質が悪い、そして非農業化や、食糧作物以外に転向するとい

った現象が起きている。農村労働力の大量移動にともなって、農村労働力は既に全体的には過剰である一

方、構造的な不足が併存する段階となった。農繁期に人手が不足し、また現代農業発展に必要な人材や、

新農村建設に必要な労働力が不足している課題が明らかになっている。農村資金が農外に流出しており、

金融サービスの供給不足の問題が依然として大きく、都市と農村の生産要素の平等的交換や合理的補償の

システムを急いで設立しなければならないとの要請が益々切迫している。第三に、農民所得の急速な向上

させることがますます難しくなっている。農業生産は高生産コスト段階に入り、金融危機後に農民が工業

部門に移出する速度が緩やかになり、都市と農村居住民の所得格差が拡大する傾向はまだ収まっていない。

都市と農村の差を縮小するとの任務は甚だ困難である。 

新しい歴史の起点に立ってみると、農業と農村経済発展の良い情勢が維持されており、必ずこの歴史的

な好機を捉えなければならない。新しく発展構想を築き、発展手法を転換し、発展の重点を最優先として、

発展の難題を打破し、発展の質を高め、より奮起して現代農業発展と社会主義新農村建設推進に努めなけ

ればならない。 
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第二章 方式転換、発展新構想の確立 

一、指導思想 

鄧小平理論21及び「三つの代表」22の重要思想をもって指導し、具体的な科学的発展観23をもって実施し、

都市と農村の統一のとれた発展方策を維持し、工業化と都市化が高度に発展する中、同じスピードで農業

現代化の総体的な要請を推し進め、農業発展方式の転換を最も重要課題とし、国家食糧安全と農民所得の

継続的な増加を目標とし、現代農業発展と社会主義農村建設を重要な任務とし、政策、科学技術、インフ

ラ設備、人材と体制支柱の強化に注力し、農業現代化の水準を高め、農業と農村経済発展基礎を固め、農

民の幸福な生活のすばらしい郷里を建設し、これをもって経済社会の安定した急速な発展と小康社会の安

定した堅実な基礎を全面に築く。 

二、基本原則 

（一）食糧保障等、主要農産物の効率的供給の堅持を最も重要な使命とする。13 億人超の人口の食の問

題の解決は、常に国を治めるために最も重要なことであり、国家食糧安全の確保は農業と農村経済発展の

一番の課題としなければならない。国内の基本的自給方針を守ることを基礎とし、農業構造の戦略的調整

を進め、現代農業産業体系の構築を素早く行い、農業総合生産能力と農産物の品質・安全性の水準を高く

することに力を注ぎ、国内消費需要を満足させる。 

（二）引き続き農業現代化のさらなる推進を主要な政策方向とする。工業化・都市化が深く発展する中

で、農業現代化も同じスピードで推進することが、第十二次五ヶ年計画の時期の重要な使命の一つである。

高生産、高効率、環境保全的、安全性の各目標に従って、農業発展方式を急速に転換させ、科学技術開発・

普及による農業振興と、人材開発による農業強化という戦略を綿密に実施し、インフラや投入物・設備等

の建設を強化し、農業生産経営の専業化、標準化、規模拡大、集約化を推進し、農業の総合的生産能力と

リスク対応力、市場競争力を高める。 

（三）農村の生活の改善を出発点かつ終着点とする。農民収入を増加させ、農村生活を改善することは、

ひいては社会主義新農村建設、および全面的小康社会建設の大局に関わってくる。農業優遇と農業政策重

点化をより強めることが必要で、生産構造を最適化し、農業職能を拡大発展させ、農村の第 2 次、第 3 次

産業を発展させ、農民の農外就業を促進し、農民増収経路を拡張し、農村生産・生活条件の急速な解決を

はかり、多くの農民の改革発展の成果を共有できるようにする。 

（四）農村改革刷新の促進を強大な動力とする。農村改革刷新とは、農村の生産力を開放・発展させ、

農民の生産への積極性の原動力源を引き出すことである。農村改革のさらなる深化が必須であり、農村の

基本的経営制度を設立し、農村土地管理を強化し、都市と農村の要素の平等な交換体系を設立し、農村金

融サービスを改善し、農村集団的所有権制度改革をすすめ、新しい体制のメカニズムを構築し、農業と農

村経済活力を不断に増強させる。 

（五）マクロ調整の強化を、重要な手段とする。マクロ調整の強化によって、農産品の効率的供給と物

価安定の促進という重要な保障を実現し、市場の資源配置に対する基礎作用を十分に発揮し、農産品市場

監督・観測・警戒を強化し、不足している農産物供給能力を強化し、貿易規制と産業介入政策を万全とし、

農産物価格が大きく変動することを防止し、農業と農村経済の健康的で安定した発展を促す。 

三、発展目標 

                                                                 
21

 「一部の人や地域が先に豊かになることによって、最終的に共に豊かになる」等に代表される鄧小平が提唱した経

済社会発展理論。 
22

 共産党が先進的生産力、先進的文化、人民の根本利益を代表するとする思想。 
23

 胡錦濤党書記が提唱した中国共産党の指導原理で、2012 年に「マルクス・レーニン主義」「毛沢東思想」「鄧小平理

論」「三つの代表」の四つの理念と並ぶ共産党の行動指針として格上げされた。 
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「第十二次五ヶ年計画」の時期における農業と農村経済発展の総体的な目標は、①食糧等の主要な農産

物の総合的生産能力の安定した向上と現代的農業建設の明確な進展の達成、②農民所得の大幅な向上と、

農民生活がより豊かになること、③新農村建設が顕著な成功を収め、都市と農村の発展により調和がもた

らされることである。具体的な発展指標は： 

一農産品供給能力。①食糧作物播種面積が安定して 16 億ムー以上、総合生産能力が 5.4 億トン以上、②

綿花、砂糖原料総生産量がそれぞれ 700 万トンと 1 億 4000 万トン以上、油糧種子総生産量が 3,500 万ト

ンに達する、③野菜・果実等の農産物の供給が安定的に増加する、④肉類、家禽卵、乳製品、水産物の総

生産量が、それぞれ 8,500 万トン、2,900 万トン、5,000 万トン、6,000 万トン以上に達する、⑤標準化生

産普及率が明らかに向上し、農産物品質安全水準が安定的に上昇し、農産物品質安全例行監測の全体的な

合格率が 96%以上に達する。 

一農業農村産業構造。①畜牧業と漁業産業が農業総生産額に占める割合がそれぞれ 36%、10%に達する、

②農産品加工業生産額と農業総生産額の比を 2.2 対 1 とする、③郷鎮企業の付加価値額の成長率を年平均

10%とする、④国営農場の総生産額が毎年 9%上昇する、⑤農業観光休暇、文化伝承等の効用をさらに広

げ、農業農村サービス業を急速に発展させる。 

一農業投入物・技術設備水準。①干ばつや洪水でも高収穫が保たれる標準農地の比重を高め、新規開拓

灌漑農地の面積を 4,000 万ムーとし、農業灌漑用水有効効率係数を 0.53 とする、②農業機械動力を 10 億

キロワットとし、農作物の耕作・播種・収穫の総合的機械化水準を 60%前後とする、③農村実用人材を 1,300

万人とし、農民の科学文化的素質をさらに高め、④農業科学技術進歩の貢献率が 55%を超える。 

一農業生産経営組織方式。現代農業経営主体を持続的に発展させ、農民専業合作社を健全に成長させ、

多様な形式の適度な規模の経営を安定的に発展させる。農業産業化組織が率いる農家数が 1.3 億戸を超え、

年間飼養頭数 100 頭以上の酪農大規模経営の比率が 38%を超え、年間出荷頭数 500 頭以上の養豚大規模

経営の比率が 50%を超える。 

一農業収益と農民所得水準。①農林牧漁業の付加価値額を平均 5%程度増強し、②累計の農業労働力の

農外移転を 4,000 万人とし、③農村居住民の 1 人あたり純収入を年平均 7%増加させ、貧困人口を明らか

に減少させる。 

一農業資源の利用と生態環境保護。①化学肥料や農薬の利用水準を高め、農作物残渣（茎・藁）の総合

利用率を 80%以上に引き上げ、農家のメタンガス利用普及率を 50%以上に引き上げ、②草原退化を有効に

抑制し、③水生生物資源の保護水準を引き上げ、各種水生生物の種苗を累計 1,500 億尾放流する。 

一農村基礎インフラと公共サービス。農村の水・電気・道路・ガス・住宅等の基礎的なインフラ設備の

建設を引き続き強化し、科学教育、文化、衛生、体育を全面的に発展させ、社会保障体系をより整備する。 
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コラム 2 「第十二次五ヶ年計画」時期の農業と農村経済発展の重要指標 

類別 指標 2010 年 2015 年 
年平均 

成長率（%） 

農産物 

供給能力 

食糧播種面積（億ムー） 16.48 >16.0   

食糧総合生産能力（億トン） >5.0 >5.4   

綿花総生産量（万トン） 596 >700 >3.27 

油糧種子総生産量（万トン） 3230 3500 1.62 

砂糖原料総生産量（万トン） 12008 >14000 >3.12 

肉類総生産量（万トン） 7925 8500 1.41 

家禽・卵総生産量（万トン） 2765 2900 0.96 

牛乳・乳製品総生産量（万トン） 3780 5000 5.75 

水産物総生産量（万トン） 5373 >6000 >2.23 

農産物質量安全例行ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ総合格率（%） 94.8 >96 >[1.2] 

農業農村産業構

造 

畜牧産業が農業総生産額に占める割合（%） 30 36 [6] 

漁業産業が農業総生産額に占める割合（%） 9.3 10 [0.7] 

農産物加工業生産額と農業総生産額の比 1.7 2.2 [0.5] 

郷鎮企業付加価値年平均増加率（%）     10 

国有農場生産総額成長率（%）     9 

農業 

投入物・ 

技術・ 

設備条件 

 

農業科学技術進歩貢献率（%） 52 >55 > [3] 

農業機械総動力（億 kw） 9.2 10 1.68 

農作物耕作・播種・収穫総合機械化水準（%） 52 60 [8] 

農地有効灌漑増加面積（億ムー）     [0.4] 

農業灌漑用水有効利用係数 0.5 0.53 [0.03] 

農村実用人材総量（万人） 820 1300 6.8 

農業生産経営組

織方式 

農業産業化経営組織引率農家数（億户） 1.07 1.3 3.97 

乳牛大規模化比率（%）(年飼養頭数 100 頭以上) 28 >38 > [10] 

養豚大規模化比率（%）(年出荷頭数 500 頭以上） 35 50 [15] 

農業収益と 

農民所得 

農林牧漁業付加価値額年平均増加率     5 

移出農業労働力（万人）     [4000] 

農村居住民平均所得（元） 5919 >8310 >7 

農業資源利用と 

環境保護 

 

農産物茎・藁総合利用率（%） 69* >80 >[11] 

適切な農家家庭ﾒﾀﾝｶﾞｽ利用普及率（%） 33 >50 >[17] 

各種水生動物の種苗放流数（億尾） 289   [1500] 

注：[]内は 5 年間の累計値。*は 2009 年の数値。823 万農村実労働人口総量は 2008 年末の数値。農村居住

民の平均所得は絶対値で、2010 年価格を用い計算。成長率は実質価格を用いて計算。 
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第三章 使命を明確にし、新しい飛躍への発展を推進する 

 「第十二次五ヶ年計画」の期間は、7 つの重要な方面の着手に尽力し、農業発展方式を転換し、現代

農業発展を加速し、社会主義新農村建設を着実に推進する。 

一、食糧の総合的生産能力をしっかりと高める 

収穫面積の安定化、構造の最適化、主産地の育成、単収の増加という考え方に則り、食糧生産能力の増

強を推し進め、95%以上の自給率を確保する。 

（一）安定した食糧播種面積。耕地、特に基本農地を適切に保護し、耕地利用構造を常に最適化し、食

糧と経済作物の発展を統一がとれたものとし、食糧播種面積 16 億ムー以上を保証する。食糧生産支援政

策を整え、農民が食糧作物播種に対する住民の積極性を十分に引き出す。耕地制度改革を急ぎ、多毛作指

数を適正に引き上げ、冬季の休閑地利用を促進し、塩性アルカリ土壌を良く管理し、水稲の二毛作推進を

継続し、耕地利用の潜在的能力を発掘する。 

（二）食糧作物品種構造の適正化。市場の需要の変化に合わせて、畑地の水田化や、インディカ米から

ジャポニカ米への切り替え、干拓による水田造成等を主な手段として、高品質ジャポニカ米生産を拡大す

る。高品質専用小麦品種、高品質硬質小麦生産の拡大を図る。密植耐性、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、飼料用等の専用トウモロコシ生産の拡大を図る。油分が高く、単

収が高く、様々な点で耐性の高い大豆新品種を積極的に発展させ、大豆自給率を安定させる。ウィルスフ

リーのジャガイモの供給能力を高め、市場の消費、加工、農民所得増の需要を充足させる。 

（三）主要産地の育成を強化する。プロジェクト、資金、科学技術等について、さらに主要産地への傾

斜を推し進める。全国で新しく 1000 億斤（5000 万トン）の食糧生産能力計画を実施し、基礎条件が良く、

生産水準が高く、食糧供給量が多い中心的な産地の建設にエネルギーを集中し、13 か所の食糧主産省、食

糧生産量が 100 億斤（500 万トン）を超える食糧生産拠点市、食糧生産量が 10 億斤（50 万トン）を超え

る食料生産拠点県の生産能力確立を重点的に強化する。食糧の主要産地への資金投入・利益保障システム

を構築し、主要産地の食糧生産拡大における積極性を引き出す。 

（四）単収水準を高める。耕地の質的改良を強化し、基礎的な生産能力を高める。現代農業機械化作業

需要と画期的な意味を持つ新品種に応じた研究開発を急速に進め、応用面積を継続的に拡大する。大規模

で総合的な高単収の達成をはかり、優良品種と先進実用技術を組み合わせ、経営と技術の結合、科学研究

と普及活動の結合、大規模経営と専業的サービスの結合を強化し、全行程のモデル化、標準化、機械化作

付けを促進し、食糧生産が継続的に新しいレベルに達することができるよう推進する。 

二、農業科学技術および投入物・設備水準を大幅に向上させる 

（一）農業科学技術革新と人材育成の強化。農業科学技術の自主的な革新を推進し、農業科学技術の基

礎的条件の構築を強化し、農業科学技術革新の新しい体制と現代農業産業技術体系を整備し、遺伝子組み

換え新品種の育成の重要な特別プロジェクトの実施を継続する。農作物栽培の革新的な競争力向上に注力

し、産業を主力とし、企業を主体とし、生産基地を拠点とし、産・学・研を結合し、育成から繁殖の一体

的な現代的農作物栽培体系を構築する。農業科学技術研究特別プロジェクトの実施を継続し、コスト削減

と収益増加、災害対応等の方面の重要な科学技術の研究開発を強化する。農業科学技術の評価システムを

整備し、農業科学技術革新の新たな活力を呼び起こす。末端農業技術普及体系改革をより押し進め、末端

農業技術普及のための特別職を設置する計画を実施する。農業新品種・新技術の普及と集積応用を加速し、

農業科学技術の成果の転化を促す。農業農村人材育成を強化し、多くの農業科学技術に傑出した人材、農

業技術普及の中堅人材、農村の実用人材を重点的に育成し、新型農民を大いに育成する。 

（二）農業基礎インフラ建設を強化する。①干ばつや洪水に強い高標準農地の大規模な建設を行い、農
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地水利や節水農業施設建設を増強し、有効灌漑面積を拡大し、乾地農業と高度節水灌漑の発展を図る。②

農地道路、橋・暗渠、防護林、送変電等をセットにしたインフラ建設を図る。③茎や藁の農地還元、緑肥

栽培、有機肥料施肥、土壌改良、地力涵養等をサポートする。④農地インフラの管理維持システムを構築

し、各種の農地インフラが長期的に安定して効果を発揮できるようにする。畜産・養殖業の品種改良条件

を改善し、大規模畜産場（小区）や標準的養殖池について改造と建設を強化し、重点省における草原牧畜

区の設立を強化する。渤海、黄海、東海、南海の四大海区に海洋牧場を建設し、海域における養殖面積と

密度を適度にコントロールする。漁港の建設を強化する。 

（三）農業機械化と設備農業の発展を加速する。農業機械装備総量と、農業機械設備構成を適正化する。

水稲の作付とトウモロコシの収穫等のウィークポイントの制約を突破することを急ぎ、食糧生産全行程の

機会化を早く実現する。綿花・菜種・サツマイモのハーベスター等の機械技術における課題克服へより力

を入れ、綿花、油糧種子、砂糖原料の生産機械化水準を素早く向上させる。丘陵産地における経済性、種

子生産加工と植物保護、畜産業と農産物一次加工等の各領域の機械化を重点的に推進する。農業機械の試

験観点と安全執行設備能力の構築を強化し、農業機械品質安全使用の監督管理を推進する。農業機械作業

と修理市場を育成・管理し、農業機械の社会的サービスを推進する。施設農業の発展に注力し、連棟温室、

日光温室、鉄製大棚、「農地冷蔵庫」等の農業施設を建設し、農産物のバランスのとれた供給能力を高める。 

（四）農業防災・減災能力の構築を推進する。各種の農業の重大な自然災害や公共衛生事件等の応急対

応プランの完備を制定し、観測警報、変化に応じた防災、災害後の復旧、農民収入減損等の防災・減災体

系の構築を速やかに進め、健全な農業防災・減災の持続性のあるシステムを設立し、自然災害と重大な突

発事件に対応する能力を高める。農業気象サービス体系、農村自然災害防御体系の確立を強化し、農業の

重大な自然災害観測警報水準を高める。救済物資や技術の準備を強化し、それぞれ異なる地域の災害発生

の特質や救済需要に応じて、提供資金や施設保障をタイミングよく提供し、生産技術と防災・減災措置を

対応させて普及し、災害等の不利な影響を的確に軽減する。 

三、最適な農業と農村経済構造を整える 

（一）農業構造調整の深化。安定的な食糧生産発展の基礎として、綿花、油糧種子、砂糖原料、養蚕、

天然ゴム等の工業原料作物生産基地建設を増強し、綿花の供給能力を安定させ、砂糖原料が国内居住民の

消費需要を充足するように努め、食用植物油の自給率で 40%を保つ。国務院の野菜生産に関する意見をし

っかりと実施し、野菜重点産地建設を強化し、大都市近郊の野菜栽培面積を安定させる。積極的に園芸産

業を発展させ、果実や茶、花き等の優位園芸産品生産の規模拡大、標準化を図る。家畜飼養の大規模化、

養豚と採卵家禽飼養の安定的な発展と、肉用家禽飼養と酪農の急速な発展をはかり、肉牛と肉用羊、羊毛

用羊の発展を積極的に促進する。水産の健康的な養殖を推進し、水産物重点区域の建設を促し、遠洋漁業

の支援と強化をはかる。農業の規格化を急速に促進し、農産物の品質安全を保障し、産地環境や投入物の

使用、生産過程、産品品質の全行程の監督・コントロールを厳格に導入し、企業信頼制度の建設を強化す

る。無公害農産物、緑色食品と有機農産物の発展をサポートし、農産物地理的表示についての保護を強め

る。 

（二）農産品加工業の急速な発展。①農産品加工能力増強と、農民の就業・増収を目標とし、農産品加

工業区域の立地を最適化し、農産品加工業と農業生産の協調のとれた発展を促進する。産地加工を重点的

に発展させ、実用的な貯蔵、鮮度保持、等級分別、包装技術の普及と研究開発を進め、農産物の品質保持

とロスの減少を促進する。②科学技術発展を強化し、農産品加工技術研究開発体制を整え、農産物加工技

術創新と応用能力を高め、加工水準を高め、100 億元以上の生産高を誇る大型企業集団を多く育成し、産

業集積と優位性の向上を促す。 

（三）郷鎮企業の発展能力を高める。郷鎮企業システムの刷新と構造調整を促し、技術進歩と産業高度

化を推進し、積極的に郷鎮企業が条件の整った小都市や県中心都市やその周辺、工業団地に集中するよう
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に導き、雇用能力を高め、県域経済を拡大する。郷鎮企業が、企業と村の相互連動を通じ、企業が村を導

いて社会主義新農村建設に関与することをサポートする。 

（四）農業農村サービス業を成長させる。各種の経済主体が、化学肥料や農薬等の農業資材販売のサー

ビス業を展開することを奨励し、市場秩序にルールを設け、価格を安定させ、供給を保障する。農作物の

病虫害の専門的な総合的防除についてのサービス組織の発展をサポートし、総合的防除サービス範囲を拡

大する。農業機械の社会的サービス体系の確立を急ぎ、農業機械保有農家と自己発展能力の強い農家、利

益連結の緊密化、模範的経営のサービス組織を育成し、区をまたいだ作業の発展を促し、農業機械作業サ

ービスと修理サービスの市場化、専業化、産業化を促す。農産物市場体系を整備し、優位産地建設と強い

国際的影響力を備えた生鮮及び生きている動物・活魚の卸売市場を育成し、現代的な流通方式と新しい流

通業態の積極的な発展を促し、農産物生産流通の組織化水準を高め、農産品流通の規格化を進め、産地と

卸売の情報案内を強め、生鮮農産物輸送の「緑色通道」政策の実施及び完遂し、流通コスト削減を急ぎ、

流通効率が高い農産物流通網を築く。農村のメタンガスサービス体系を着実に構築する。流通、サービス、

飲食等の農村生活サービス業をサポートし、農村のチェーン店ネットワークを整え、農村経済を繁栄させ

る。 

（五）農業農村新興産業を育成する。生物技術産業の発展を加速し、動植物新品種、生物農薬、動物用

医薬品、ワクチン、生物肥料と農業用資材等を育成・生産し、応用面積を拡大する。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。余暇農業の発展に注力し、農業の多面的な効能を開発し、内包されている文化的要素を発掘

し、新型産業形態と新型消費業態の形成を促す。農業農村新興産業産品市場を開拓し、商業モデルの創出

を促し、産業基準や重要産品技術基準体系を構築し、市場参入制度を整え、良好な市場環境を作り出し、

新興産業の急速で健康な発展を促進する。 

四、農民の持続的で急速な所得増の推進に注力する 

（一）家庭経営の収入を拡大する。低コスト増益の農業技術の普及に努め、農業生産コストを引き下げ

る。農民による栽培構造の優位化を奨励し、積極的に優位性があり差別化された農業、高収益農業、余暇

農業の発展を促し、農民が農業の功能を開発する中で、収益を上げられるようにする。龍頭企業と農民の

利益連結の機構を整備し、農民が産業連鎖の中で利益を共に享受できるようにする。生産と販売の連結を

強化し、農産物販売促進の強度を増し、優位性のある農産物の輸出を積極的に推進する。農産物価格形成

機構と市場観測警報機構を整え、主要な食糧品種の最低買い上げ価格を緩やかに高め、適切な時期に臨時

の在庫政策をとり、主要な農産品価格が合理的な水準を保つことができるよう努力する。 

（二）賃金収入を増加させる。職業訓練への注力を増大し、農民の職業技能を大いに高め、就業能力を

増強する。農村における農業以外の産業を発展させ、県の経済を拡大して、農民の農村近郊における農外

就業を促進する。出稼ぎ経済の発展を奨励し、都市・地方の労働市場の距離を縮めるよう努め、出稼ぎ労

働力供給基地の設立を進め、都市と農村の公共就業サービス体系を構築し、農民の移転就業を合理的に先

導する。出稼ぎ農民（農民工）の就業環境の改善を継続し、賃金水準を引き上げ、権利及び利益を保障す

る制度を構築する。出稼ぎ農民（農民工）が故郷に戻って創業することをサポートし、こういった創業に

よって就業機会を増加させる。 

（三）移転収入・財産収入を増加させる。農業を強化し、農業を優遇する政策体系を整備し、農業補助

等のサポート保護制度を整え、政策の連続性を保ち、政策の協調性を増強し、政策の方向性をはっきりさ

せ、農業強化・農業優遇制度への注力を継続的に増加させ、農民の移転所得を増加させる。農村組織の資

金、資産、資源管理を強化し、農民の財産所得を増加させる。農村の農地転用規則を正しく運用すること

を促し、土地資産を活性化する。公共事業に係る土地収用制度を改革し、収用範囲を狭め、収用補償水準

を高める。 
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五、農業農村公共サービスの発展に努める 

（一）農業公益サービス体系の建設を強化する。全国各地で、郷鎮若しくは区別の農業技術普及、動植

物防疫防除、農産物品質管理等の公共サービス機構を整え、徐々に各村のサービス拠点を設立する。農産

物の重要病虫害観測警報と防除能力を構築し、動物防疫体制を整備し、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開

始し、重大な動物の疫病を有効に制御する。農業基準体系の整備を強化し、部、省、地（市）、県（場）の

4 段階の農産物（農業投入物を含む）の品質安全検査測定体系を構築する。農業総合情報サービスのプラ

ットフォームを設け、情報技術が農業生産経営の中で普及し、応用されるよう積極的に促進し、農業生産

経営情報化水準を着実に上昇させる。農業情報資源を開拓し、食糧作物や養豚等の重要な農産物生産・市

場の観測警報サービスを強化し、生産から流通までの包括的な情報網をつくる。県と郷の二段階の洪水・

灌漑被害予防システムを重点的に強化する。こういったシステム構築への投入を増やし、労働経費を保障

し、労働条件を改善し、運用システムを刷新し、全面的に公共サービス能力を向上させる。 

（二）農村基礎インフラの建設を強化する。積極的に都市と農村の給水を一体化させ、農村飲料水安全

プロジェクトの実施を急ぎ、水源保護、水質管理・測定及びプロジェクト実施管理を強化する。新たに農

村の送電網のレベルアップのための改良プロジェクトを実施し、農村住民の電気問題を全面的に解決する。

都市と農村について、同じ送電網における価格格差を解消する。農村における道路建設を急ぎ、農村道路

の輸送における全般的なサービス能力を高め、農村及び辺鄙な地区の輸送需要を充足させる。農村の耐用

年数を過ぎた危険な住居の改築を継続し、国有農業地区の危険住居の改築、遊牧民住居の建設については

急いで全面的に完成させ、農民が地域の特質や民族の特色、伝統的な様相を備え、かつ安全で省エネ環境

保全型住宅を建設できるよう促す。漁民の定住プログラムを実施する。農村における河川の総合的管理を

展開する。農村のエネルギー構造を改善し、農村の家庭用、及び中型・大型のメタンガス利用をさらに促

進し、メタンガスの管理・保護を強化する。薪炭節約型のかまど改造を強化する。森林地区のインフラ設

備建築を積極的に推進する。 

（三）農村社会事業発展を推進する。農村の幼児教育を急速に発展させ、県、郷、村の 3 段階の教育ネ

ットワークを構築する。農村義務教育経費保障機構を完全で強固なものとし、農村義務教育の質を高め、

県における義務教育のバランスをとれた発展を推進し、農村の中高等教育を急速に普及させる。農村中等

職業教育の無料化プロセスを進め、「三農」問題に対応する高技能人材の育成と農村労働力移転のための職

業訓練を強化する。新しい農村協同医療及び医療救助制度を発展させ確固たるものとし、資金調達水準と

保障水準を引き上げ、農村における三段階の医療衛生サービスネットワークの建設を強化し、風土病、重

大な伝染病、及び人畜共通感染症の予防治療への注力を強化し、農村衛生安全水準を高める。社会保障体

系を整備し、新しい農村社会養老保険制度のカバー率 100%を実現し、農村の低保障水準と補助水準を高

め、土地収用された農民の社会保障政策措置を整備し、かつ遂行する。ラジオ・テレビの全農村への敷設、

文化情報資源の享受、農村における映画放映、農家書斎等の重点文化福祉プロジェクト実施を推進し、郷

鎮における総合的文化ステーション、村の文化室等の基盤となる公共設備の総合利用を強化する。農民体

育スポーツプロジェクトを継続して実施し、農村コミュニティーの構築を強化する。農村の部分的計画出

産家庭の奨励サポート制度、全国計画出産家庭特別サポート制度、西部地区計画出産に係る「少なく生ん

で早く豊かになる」プロジェクトの実施を継続する。 

六、農業農村発展体制機構を整備・新設する 

（一）農村土地管理制度を整備する。農村の基本的運営制度を堅持・完備し、土地請負関係を長期に亘

って安定させる。農村の請負土地権利確認、登記、証書発行作業を上手く行い、土地請負経営権登記パイ

ロットプログラムを着実に発展させ、農民の請負土地の各種権利を法に則って確実なものとする。草原請

負経営制度を整備する。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。
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用地面積の節約と農民の権益を保障するとの要請に従って、土地収用制度改革を推進し、都市・農村建設

用地市場の流通に参入する農村集体建設用地を、法に則り経営的用地の範囲内に限定する。 

（二）様々な形式の適切な規模の経営を発展させる。法に則った自由意志及び補償があり、さらに強化

されたサービスの基礎の上で、土地請負経営権移転市場を整備する。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。一村一品運動による農村強化・農民富裕化プロジェクトを進め、資金、

技術、人材等の優良な資源を集めることを促進し、規模が大きく優位性があり、産業の差別化が明らかな

専門農家、専門農村を育成する。 

（三）農民専業合作社を大いに発展させる。モデル合作社建設活動を広範に実施し、合作社指導員チー

ムの設立を強化し、「産地直送」をより発展させ、農民専業合作社と学校、ホテル、大企業等のエンドユー

ザーにより生産と消費を直接つなげることを奨励し、農民専業合作社が国内外の農産物展示会での販促活

動を行うことをサポートする。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。 

（四）農業産業化発展の質を高める。農業産業化龍頭企業発展の総合的政策文書を制定し、農業産業化

経営の飛躍的発展活動の実施を開始する。龍頭企業の自主的な革新を推奨し、核心的な競争力を増強させ

る。龍頭企業が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。龍頭企業が合併、改

組、資本参加、買収等の方式を用いて、企業集団を設立できるよう誘導する。農業産業化モデル基地を建

設し、龍頭企業集団群の発展を促す。農業産業化人材教育を強化し、政策を理解し、経営に秀で、管理が

できる龍頭企業に必要な多くの人材を育成する。「龍頭企業＋合作社＋農家」等の組織様式の普及を推し進

め、農家や合作社が資金、技術、同等々の要素によって龍頭企業に出資することをサポートし、財産権連

合党の多様な形式で利益関係の緊密化をはかり、農家を牽引する能力を増強する。 

（五）現代農業モデル地区建設を強化する。全国に水準の高い国家現代農業モデル地区を設置し、科学

技術、資金、人材、管理等の要素を集中的に配備し、集約化水準を引き上げ、主導的な産業を発展させ、

新体制機構を創設し、特色が鮮明で、多様性のある各地域の現代農業発展様式を探り、模範を示して波及

させる効果を発揮し、地域の現代農業の協調的な発展を先導する。積極的に両岸（台湾と中国本土）の農

業合作試験区域等の建設を推進する 

七、農村の生態環境保護を強化する 

（一）最も厳格な耕地保護制度を断固として施行する。耕地保護と用地節約政策をきちんと徹底して実

施し、耕地保護機構を整備し、農地の総面積が減少しないよう、用途が変わらないよう、農地の質が高ま

るように努める。土壌分析に基づく施肥を発展させ、化学肥料と農薬の利用率を向上させ、農業機械によ

る深耕整地を推進し、土壌有機質を向上させ、地力改善に注力し、耕地の質を確実に上げる。耕地用途管

理制度を強化し、永久基本農地を急いで定める。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に転用することを防ぐ。耕地収用と補充のバランスをとる制度を厳格

に執行し、法律執行の程度を高め、補充耕地の質の確保と管理を強める。 

（二）草原保護を強化する。草原確定と効用区分作業を実施し、草原生態優先の理念を最優先とし、種

別の指導と協調を強化し、重点地区の草原生態保護を急いで確立する。草原と放牧のバランスを堅持し、

放牧の禁止や休止と基本的な草原保護制度を施行し、草原生態保護補助奨励政策を全面的に実施する。草

原の監督管理を強化し、草原動態の観測と資源調査制度を実施し、草原収用管理を厳格にし、各種の草原

を破壊する違法行為を法に基づいて取り締まる。放牧をやめて草原に戻す「退牧還草」政策を実施し、著

しく劣化した草原の再生改良を急ぐ。放牧地区における防災・減災能力の養成を強化し、草原の防火用の
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基礎的インフラの建設、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。 

（三）水資源の保護と農業生物資源の維持を強化する。用水資源を科学的に保護し、合理的に利用し、

農業用水の効率をさらに高め、農業用水需要を満たす。節水型農業の発展に注力し、乾地農法モデル基地

を設立し、スプリンクラー灌漑、点滴灌漑等の先進的な節水技術を普及させる。休漁、禁漁の制度執行を

継続し、水生生物資源の増殖放流を拡大し、海洋牧場を建設し、水生生物自然保護区と水産物資源保護区、

水生生態修復モデル地区の建設を強化する。養殖水域の干潟管理を強化し、漁民水域の干潟養殖使用権の

安定を図る。家畜・家禽の遺伝資源保護を強化する。農業野生植物原生環境保護区の建設に対する注力を

拡大する。農業植物遺伝資源権利帰属制度を構築し、植物新品種の保護を強化する。外来の侵入生物のよ

るリスク評価と監視体系を確立し、外来有毒種の侵入を厳格に阻止する。 

（四）農業省エネ・低排出を急いで促進する 

農村の環境を治める。農業の衛生的な生産を大いに推進し、減量化、再利用、資源化の循環経済理念に

従って、農地、水、種子、肥料、農薬、エネルギー等を節約する節約型農業技術と省エネ農業設備を大い

に推進し、循環農業の発展を積極的に推進する。農業生態保護と農業面源汚染管理を強化し、農作物の茎・

藁を主要原料とする肥料、飼料、工業原料及びバイオ燃料の開発を加速し、家畜糞尿等の農業廃棄物の無

害化処理と資源化利用を推進する。災害が起こりやすい農村地域における生態環境の総合的管理と土砂崩

れ災害防止を発展させる。農村の衛生プロジェクトを継続して実施し、農村有機廃棄物処理と無機廃棄物

収集移送を推進する。 
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第四章 配置を最適化し、新しい発展枠組みを構築する 

 「第十二次五ヶ年計画」の時期は、優良耕地、草原、内水面・海面、干潟の保護と利用に取り組み、

「全国優勢農産品区域配置計画（2008～2015 年）」を綿密に実施し、「七区二十三地帯」の農業の戦略的

枠組みを急いで構築し、重点的農業産業配置の調整を進め、主導産業の拡大と強化をはかり、生産要素の

空間及び産業上の適切な配置を促進し、農業の収益と競争力を不断に高める。 

一、農業戦略的枠組みの構築 

（一）東北平原主産区 

本地域は温帯に属し、土壌は肥沃で、耕地は平坦で連続しており、水土資源が良く整合しており、生態

環境は比較的良好で、大規模機械化作業に適している。「第十二次五ヶ年計画」の時期は、主に高品質ジャ

ポニカ米を生産する水稲産業地帯、主に穀粒とサイレージ兼用のトウモロコシを生産する専業トウモロコ

シ産業地帯、主に高油分の大豆を生産する大豆産業地帯、肉牛飼養、酪農、養豚を主とする畜産物産業地

帯を重点的に建設する。 

（二）黄淮海平原主産区 

本地域は暖温帯に属し、地形は平坦で、農業生産に適した温度、雨量、日照等の気象条件を備え、我が

国の伝統的な農業地域で、農業生産の高度化水準と農民の科学的栽培水準が比較的高い。「第十二次五ヶ年

計画」の時期は、主に硬質、中硬質、中間質小麦の良質専門小麦産業地帯、良質綿花産業地帯、主に穀粒

とサイレージ兼用のトウモロコシを生産する専業トウモロコシ産業地帯、主に高タンパクの大豆を生産す

る大豆産業地帯、肉牛、肉羊、酪農、養豚、家禽を主とする畜産物産業地帯を重点的に建設する。 

（三）長江流域主産区 

本地域の大部分は亜熱帯季節風帯に属し、湖が多く、水資源が豊富で、気候は温暖湿潤、四季の区別が

はっきりとし、年間積算温度は比較的高く、大雨と高気温が同じ時期にあり、我が国重要な農産物生産基

地である。「第十二次五ヶ年計画」の時期は、主に二期作稲作を行う水稲産業地帯、主に良質軟質、中間質

小麦を生産する良質専門小麦産業地帯、良質綿花産業地帯、キャノーラ（エルカ酸とグルコシノレートを

含まない菜種品種）を生産する良質菜種産業地帯、養豚、家禽を主とする畜産物産業地帯、淡水魚類、川

蟹を主とする水産物産業地帯を重点的に建設する。 

（四）汾渭平原主産区 

本地域は温帯半湿潤気候に属し、地層が深くて厚く、土壌は肥沃で、日照・温度・水分・土壌の条件の

バランスが良い。「第十二次五ヶ年計画」の時期は、硬質、中間質小麦を主とする小麦産業地帯、穀粒とサ

イレージ兼用のトウモロコシを生産するトウモロコシ産業地帯を重点的に建設する。 

（五）河套（オルドス）灌漑区主産区 

本地域は気候が乾燥して雨量が希少で、地形は平坦で、黄河の河川水を利用して重力灌漑をおこなうの

に適している。日照は十分で、積算温度は比較的高く、昼夜の温度差が大きく、農業生産気候条件は独特

である。「第十二次五ヶ年計画」の時期は、硬質、中間質小麦を主とする小麦産業地帯を重点的に建設する。 

（六）華南主産区 

本地域は高温多雨で、四季常緑の熱帯～南亜熱帯区域に属し、丘陵が広がり、我が国の特色的な赤土（ラ

テライト）が集中的に分布している地域で、農業生産の類型は多様である。「第十二次五ヶ年計画」の時期

は、主に良質高級インディカ米を生産する水稲産業地帯、サツマイモ産業地帯、クルマエビ、ティラピア、

ウナギを主とする水産物産業地帯を重点的に建設する。 
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（七）甘粛、新疆主産区 

本地域は、我が国西北の乾燥地区に属し、日照時間は長く、気温は十分で、オアシス灌漑農業と草食畜

牧業を主とする。「第十二次五ヶ年計画」の時期は、硬質、中間質小麦を主とする小麦産業地帯と、良質綿

花産業地帯を重点的に建設する。 

同時に、その他の農業地区とその他の優位性があり差別性がある農産物産業地帯の建設を急ぐ。主に：

西南と東北の小麦産業地帯、西南と東南のトウモロコシ産業地帯、南方の高たんぱく及び野菜用大豆生産

地帯、北方の菜種生産地帯、東北、華北、西北、西南及び南方のジャガイモ産業地帯、広西、雲南、広東、

海南のサツマイモ産業地帯、海南、雲南と広東の天然ゴム産業地帯、海南の熱帯農産物産業地帯、沿海部

の養豚産業地帯、西北の肉牛・肉羊産業地帯、北京・天津・上海の郊外と西北の酪農産業地帯、黄海、渤

海の水産物産業地帯など。 

 

“七区二十三地带”農業戦略構造 

 

（訳者注：図は独立行政法人 科学技術振興機構 Science Portal China による『国民経済と社会発展 第十二次五ヶ年

計画』仮約より抜粋 http://www.spc.jst.go.jp/policy/national_policy/plan125/chapter02/index_2.html） 

 

二、農業産業立地の最適化 

（一）作物栽培 

主要方向：食糧安全保障の強化、主要農産物の十分な供給、農産物品質安全水準の継続的な向上等の目

標要請に対して、水稲、小麦、トウモロコシ、ジャガイモ、綿花、油糧種子、サツマイモ、野菜、リンゴ、

柑橘、天然ゴム等の優位地区の建設を着実に強化する。 

発展重点：「二つの大規模創設」と「五つの加速」の推進に注力する。①食糧・綿花・油糧種子・砂糖原

料の高収量達成を大規模に展開し、優位性産地と主要品目すべてのカバーを着実に実現する。②園芸作物
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標準農園の創建を大規模に展開し、生産資材の共同購入共同提供、種苗の共同栽培共同提供、病害虫の統

一的防除・対策、産品商品化処理、ブランド化販売を 100%実現できるよう努力し、産品が 100%食品安全

国家基準を満たすようにする。専門的防除・対策の推進を加速し、全ての重点地区と主要品種をカバーす

るよう着実に実現する。③現代的種子産業の発展の推進を加速し、応用できる将来性が大きくあり、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。④耕地の質の向上推進を加速し、干ばつと洪水に強い高標

準農地の建設を大規模に推進する。⑤土壌測定に基づく施肥の推進を加速し、肥料利用率を向上に尽力す

る。⑥科学的な災害対策の推進に力を入れ、防災・減災の長期システムの形成に努力する。 

 

コラム 3 優位性のある品種の栽培を急速に発展させる 

水稲 

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し、二期作の拡大と南

方インディカ米西安の安定と同時に、東北において畑地の水田造成と、揚子江及び淮河の

適した地域でのインディカ米からジャポニカ米への転換を推進し、ジャポニカ米生産を拡

大させる。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し、病虫害の専門的防除水準を高め、簡易栽培技術を普及し、全

生産行程の機械化水準を高める。 

小麦 

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、土壌測定に応じて施肥をするような普及活動を加速し、半不

耕起（不耕起）栽培、機械化生産等の先進実用技術の普及を加速し、標準化した生産と管

理を推進する。 

トウモロ

コシ 

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積極的に引出し、専用トウモロコシ栽培面積を安定的に増

加させ、農地インフラ設備建設を増強し、排水・灌漑条件を改善し、全行程の機械化の推

進に注力し、単収水準の引き上げに尽力する。 

ジャガイ

モ 

東北、華北、西北、西南、南方の 5 ヵ所の優位地区の建設を推進し、ウィルスフリー種イ

モ、加工専用イモ、生鮮食品用種イモの産業立地を最適化し、ウィルスフリー品種と半不

耕起・不耕起栽培、マルチ（被覆）栽培等の重要技術の統合的普及を組み立て、ジャガイ

モ生産の全行程機械化を積極的に推進し、生産量と品質を高める。 

油糧種子 

長江流域の菜種優位産業帯、北方菜優位地区を重点とし、南方の冬季の休耕地利用を開発

し、菜種の機械化生産水準を高める。河北、山東、河南省と東北農牧交錯地区における落

花生生産を積極的に発展させ、東北大豆産業の向上を強固にし、西北、東北の塩性アルカ

リ土壌でのヒマワリ等油糧種子の生産を発展させる。 

綿花 

黄河流域と長江流域の綿花地区を安定させ、西北内陸の綿花地区の発展に注力し、新疆綿

花地区の建設を重視する。優良品種の普及を促進し、マルチ点滴灌漑等の節水技術の普及

を加速し、改良土壌を造成し、綿花収穫処理の機械化水準を高め、品質を改善し、綿花畑

の総合的生産能力を高める。 

サツマイ

モ 

広西、広東、雲南、海南のサツマイモ優位生産地区を重点的に建設し、生産面積を 2,500

万ムーで安定させ、品種を改良し、施肥を合理化し、総合的病害虫管理を推進し、生産過

程の機械化水準を着実に高め、単収とショ糖分を向上させる。 

野菜 

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、長江上中粒の冬春野菜、黄

土高原と雲貴高原の夏秋野菜、黄淮海と環渤海の施設野菜の 5 大優位地区の野菜生産基地

を着実に建設し、海南と広西の南部産野菜の北部輸送基地建設を特に強力に推し進め、標
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準化、施設課生産を推進し、野菜供給総量がバランスがとれ、季節的に均衡し、地域と品

種でバランスがとれるよう保障する。 

リンゴ 

渤海湾と黄土高原の 2 つのリンゴ優位地区の産業化発展プロセスを加速し、「面積を安定

し、品質を高め、輸出を拡大し、収益を増加させる」との考え方を維持し、標準果樹園の

建設推進に尽力し、苗木の繁殖と育成、栽培耕作、病害虫防除等の段階において、標準化

生産管理を実施する。生産後の商品化処理能力の育成を強化し、我が国リンゴ産業の市場

競争力を全面的に向上させる。 

柑橘 

長江上中流域の柑橘優位地区産業化発展プロセスを加速し、産業構造、品種構造、熟期構

図、地域構造等の最適化を目標として、現代の集約的柑橘生産基地建設の歩みを加速する。

柑橘の商品化処理能力をさらに高め、生鮮柑橘の保存能力を保ち、柑橘缶詰やジュース加

工を大いに発展させる。 

天然ゴム 

広東、海南、雲南の天然ゴムの優位地区の建設を増強し、良質苗木を向上させ、新品種と

老朽化した生産能力の低いゴム園の更新を加速し、非生産期のゴム園管理を強化し、単収

を着実に向上させ、標準化模範ゴム園の建設を発展させ、天然ゴム基地建設水準を高め、

科学技術研究・開発と生産サービス体系を整備し、天然ゴムの一次加工の集中化を推進し、

衛生的生産を励行し、産品の品質を高める。 

 

（二）畜牧業 

主要方向：肉類・家禽卵・乳製品の有効供給の保障、飼料と畜産物の品質安全の保障、環境と生態安全

の保障を核心的な使命として、畜産業の生産方式を転換させ、全国の養豚、肉牛、肉羊と酪農の優位地域

の配置計画の実施を継続し、畜産物優位産業帯建設を強力に推し進める。 

発展重点：①健全な優良品種繁殖・育成体系を設立し、家畜品種の改良の歩みを早める。②健全で標準

的な飼養体系を急いで設立し、畜産標準化大規模飼養場（小区）の建設を積極的に推進する。③健全な飼

料安全保障体系を急いで確立し、飼料効率が高く、安全な新しい飼料の研究開発を推進し、優良牧草等の

飼料原料の生産を発展させる。④健全な動物疾病制御体系を急いで築き、科学規範、責任の明確化、効果

の高い動物疾病制御ネットワークの確立を着実に実施する。⑤健全な草原生態保護造成体系を急いで設立

し、草原と放牧のバランスがとれるよう推進し、草原生態の回復を急ぎ、現代草原畜牧業を発展させる。

⑥健全な防災・減災システムを確立し、草原の防火やネズミ害・虫害対策を増強し、草原の畜牧業の防災・

減災能力を高める。 

 

コラム 4  畜産・牧畜業において優位性のある品種を急速に発展させる 

養豚 

東北、中部、西南と沿海部地域の優位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と利用を拡大し、我が国の良質な豚

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、養豚水準を高め、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。 

肉牛 

東北、西北、南方と中原の肉牛優位地区の建設を強化し、品種改良を加速し、地方の優良

品種の選抜育種を開拓し、国外の優良品種を適度に取り入れる。粗飼料の豊富な地方では、

繁殖雌牛の繁殖を積極的に発展させ、専業肥育の集中化を奨励し、標準的大規模飼養の推

進に力を入れ、生産効率を高める。 

肉羊 中原、中東部の耕種農業と牧畜を組み合わせた地帯、西北、西南等の肉羊優位地区の建設
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を増強する。新品種、優良品種の選抜育種と地方品種の保護開発を強化し、肉羊飼養の改

良品種利用を加速する。舎飼、半舎飼方式の発展に力を入れ、品種改良、規模拡大、標準

化飼養を積極的に推進する。 

乳牛 

東北内蒙古山地の建設、華北産地、西部産地、南方産地と大都市周辺産地等の 5 大酪農地

区を建設し、牛乳原料供給基地建設を強化する。乳牛の遺伝改良計画の実施を加速し、良

質な牧草供給基地（クローバー等）を設立し、搾乳機械化水準を高める。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。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。 

採卵家禽 

中原、東北等の主産地での生産を確固たるものとしながら、採卵家禽飼養地域を南に移す。

①高生産量、高効率の採卵鶏と採卵鴨を重点的に発展させる。国内優良品種の選抜育種と

普及を加速し、地方品種資源の開発利用を進め、種鶏産業的生産水準を高める。②種鶏の

疾病からの清浄化を強化し、雛鳥の品質を保証する。③標準化大規模飼養を積極的に推進

し、家禽卵産品のトレーサビリティ体系の構築を加速し、生産効率を高め、家禽卵市場の

供給と品質安全を保障する。 

肉用家禽 

伝統的な肉用家禽主産地区の生産を安定させ、潜在力のある地域の発展を急速に促す。優

良な黄羽肉鶏（在来種とブロイラーの掛け合わせ）と水鳥（アヒル、ガチョウ、カモ等）

の発展を加速し、ブロイラーを適度に発展させ、家禽産品の品質を高める。地方の肉用家

禽品種資源の保護への注力を強化し、肉用家禽新品種の選抜育種プロジェクト構築の強化

を重点的に強化し、家禽肉産品の高度加工技術の発展に力を入れ、産業の高品質、高効率、

安全生産の目標を達成する。 

 

（三）漁業 

主要方向：水産品の安全な有効供給と漁民の持続的で安定的な増収、水域の生態安全と漁業資源の持続

可能な利用の確保を主要な目標として、着実に漁業発展方式を転換し、現代漁業の発展を加速させる。水

産物の輸出の 3 ヵ所の優位地区の建設推進を継続し、多獲性の淡水魚類と、高品質水産品種の養殖を積極

的に発展させ、水産物の有効供給を保障し、漁業生態安全と水産物品質安全と生産安全水準を全面的に向

上させる。 

発展重点：①標準化水産健康養殖の発展に注力し、良質な水産品種、疾病制御、技術普及、質量安全建

設水準を引き上げる。②工業化養殖、深水生簀（大型生簀）養殖、水田養殖、塩性・アルカリ地での養殖

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。③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。④国内外の 2 種の資源、2 つの市場が釣り合いをとれた漁業体系を開発構築し、遠洋漁業

国際競争力を強化する。⑤放流規模と質を高め、海洋牧場と水生生物保護区の建設を強化し、水生生物資

源の育成と保護水準を高める。⑥漁業行政の設備及びチームの設立を強化し、漁港建設の歩みを加速し、

漁業行政、漁港、漁船管理の現代化水準と安全生産、突発的事件への対応能力を高める。 

 

コラム 5  漁業の優位品種を急速位発展させる 

優位性のある輸

出 

水産物 

黄海・渤海、東南沿岸と長江流域の「2 ベルト 1 地域」の輸出水産物優位地区の建

設を強化し、優位区域内でのウナギ、クルマエビ、貝類、ティラピア、黄魚（フウ

セイ）、川蟹、ナマズと海藻の 8 種の優位品種生産の良質化、組織化、産業化をは
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かり、水産優良品種体系の着実な改善と高効率運転を促進し、水生動物防疫体制と

品質安全保障体系を基本的に確立し、重大水生動物疾病の予防と制御の効果を高め、

産品の品質安全水準を高める。 

多獲性 

淡水 

魚類 

長江中上流域、長江中下流域、華南と「三北（西北、華北、東北）」の 4 種の多穫

性淡水魚の優位生産地域の建設を強化し、健康的養殖池改造、水産養殖標準化創出

と水産動物防疫プロジェクト構築の推進を重点とし、「買い物かご」プロジェクト

の建設を強化し、雌魚更新と優良品種推進を加速し、多獲性淡水魚類の養殖の総合

的生産能力を高める。養殖水域の環境修復を強化し、健康的な養殖モデルを推進す

る。多獲性淡水魚類の加工技術と加工産品を開発する。 

高品質 

水産品種 

沿海海水魚類、東中部のブランド淡水魚類、「三北」と西南の冷水性魚類、長江中

下流域と珠三角の淡水海老類の優位産地の建設を強化する。ナマコ、真珠、スッポ

ン等特色があり土着の品種養殖を積極的に発展させる。工業化養殖、深水イケス養

殖と高標準冷水魚養殖等の施設漁業規模を高め、原種・優良品種プロジェクトの構

築を強化し、自主的遺伝育種能力と原種・優良品種カバー率を高める。種苗の繁殖

能力の構築を強化し、種苗供給を保障する。良質な完全栄養配合飼料の研究開発を

強化し、配合飼料養殖技術を普及する。 

 

（四）農産物加工業 

主要方向：農作物生産、畜産、漁業の産業配置を基礎とし、農産物加工業が作物生産優位地区と都市郊

外及び県域に集中するように導き、理にかなった分業で、優位性を互いに補い、協調発展的な農産物加工

業の配置を推進し、農産物加工業と農産物生産力のバランスのとれた相互作用を実現し、農産物加工と農

業の協調的な発展を促進する。 

発展重点：①農産物加工転化能力を高め、かつ農民の就業拡大と農民の収入増を目標とし、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。 

 

コラム 6  各種農産物加工業を急速に発展させる 

食糧作物

加工 

東北平原、黄淮海平原、長江流域等の食糧優位地区では、食糧産地における第一次加工、

高度加工及び保管物流業の発展に力を入れ、現代国家級の食用、工業用、飼料用食糧加工

基地を造成し、産品の付加価値を向上させる。 

経済作物

加工 

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

ゴ等の経済作物産品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

ボトルネックの突破に力を入れ、高度加工の水準を安定的に向上させる。 

畜水産品

加工 

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証する。 
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（五）国営農場 

主要方向：①食糧、綿花、ゴム、砂糖原料、酪農、種苗等の優位性のある農産品生産において突出し、

特色ある農業と熱帯農業の積極的な発展をはかる。②農産品加工を基礎として、国営農場における鉱業を

発達させ、農業サービス、販売流通、居住サービスを重点的に発展すべき第 3 次産業とする。③それぞれ

異なる現代農業モデル地区を創出し、農場と県・郷の共同的発展を積極的に推進し、モデル地区の波及作

用をさらに発揮する。 

発展重点：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、国営農場の発展の余地を開拓する。 

 

コラム 7  国営農場経済地区を急速に発展させる 

東北墾区 

水稲、トウモロコシ、大豆等の優位品種の大型商品食糧生産基地建設を継続的に強化し、

農業機械化の推進を加速し、農場と県・郷が協同する領域と範囲を積極的に拡大し、酪農、

肉牛飼養、養豚等の重点家畜の標準化、大規模化、専業化飼育を推進し、農産物の保管、

加工、物流の発展に力を注ぎ、国際競争力のある大型の現代農業企業集団を打ち立てる。 

西北墾区 

綿花と種苗業、特色のある農産物の生産を着実に発展させ、節水農業と施設農業を積極的

に発展させ、生産基地建設の基礎を固め、現代畜牧業の発展に力を注ぎ、家畜飼養基地の

建設水準を高め、龍頭企業とブランド育成に力を注ぎ、農業産業化経営水準を高め、生態

系保全と環境保護の強化に尽力し、持続可能な発展を促進する。 

中東部墾

区 

特に小麦、水稲、養豚等の発展を促し、高水準の良質品種生産基地建設を向上させ、現代

的育種企業を積極的に育成し、育成と繁殖の一体的な発展推進に尽力し、特色ある作物栽

培と畜産等の産業優位性をより深く発掘し、市場競争能力を高める。 

南方墾区 

天然ゴム、砂糖原料、熱帯果実等の熱帯作物の生産推進に注力し、標準化、高品質化、ブ

ランド化確立を強化し、熱帯産品産業化の水準を高め、大型蔗糖等の加工龍頭企業の拡大

をさらに進め、糖業循環経済の発展の高度化を図る。 

都市郊外

型墾区 

牛乳、野菜等の「買い物かご」産品の生産水準を積極的に高め、農産物の有効な供給と品

質安全水準を高めることに注力し、産業構造の高度化に尽力し、産業連結とブランド確立

を強化し、都市型現代農業発展に注力し、全体的実力を強化する。 
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第五章 建設を強化し、発展の新しい水準を向上させる 

「基礎を固め、能力を向上させ、発展を保障する」との考え方に従い、現存する重点的プロジェクト基

礎の実施を継続した上で、農業建設計画と整合させ、投資規模を拡大し、6 つの方面の建設に特に力を注

ぐ。 

一、高水準農地建設を大規模に進展させる 

薄弱な農業基礎施設、老朽化した水利施設、中・低収量農地の比重が高い等の問題に的を絞って、包括

的計画、分担実施、県レベルの整合の原則に従って、全国高標準農地建設全体計画を制定し、県レベルで

の建設計画の策定と実施を推進し、新規 5 千万トン食糧生産農地建設プロジェクト、主要農産物生産基地

建設、中低収量農地改造による農業総合開発、土地整理、小型農業水利建設、大型・中型灌漑区の継続的

な建設と節水改良等のプロジェクト建設を統一的に遂行し、中・低収量農地の大規模な改造を行う。「第十

二次五ヶ年計画」の時期は、全国の干ばつと洪水に強い高標準農地の保有量が全国耕地総面積に占める割

合を明らかに増加させる。 

二、「買い物かご」産物供給能力建設を適切に強化する 

新しい時代の「買い物かご」産品の季節的、構造的、地域的な不足や品質安全事件が時々起るとの問題

に対処するため、新しい「買い物かご」プロジェクト実施を開始する。「買い物かご」産品の主な生産地区

において、園芸作物生産小区、畜産標準化大規模飼養施設（小区）、水産標準化健康養殖場を建設し、建設

規模を拡大する。優位性のある産地において多くの国家レベルの重点的大型卸売市場と地域レベルの産地

卸売市場を建設・改造し、完全な農産物流通のトレーサビリティ体系を整備する。2015 年までに、「買い

物かご」産品の均衡のとれた供給を実現し、品質安全管理水準を明確に向上させ、全国農産品大市場・大

流通の新しい枠組みを形成する。 

 

コラム 8  新しい「買い物かご」プロジェクト 

1 園芸作物標準化生産基地 

大中都市郊外及び野菜、果実等の園芸産品優位産地において、施設化、集約化による「買い物かご」産

品生産基地の建設をサポートし、育苗の集約化、生産の標準化、商品化処理等の方面のインフラ建設の

強化に重点的にとりくみ、園芸作物の標準化生産を発展させる。 

2 畜産標準化大規模飼養場（小区） 

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。 

3 水産健康養殖モデル場 

既存の老朽化した大規模養殖場の標準化改築を加速し、水産健康養殖モデル場の発展に力を注ぎ、養殖

場の水、電気、道路等の基礎的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。大中都市の水産物供給の保証のために、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。増殖漁業を発展させ、水産生物
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増殖放流を適切に行い、遠洋漁業の発展をサポートする。 

4 「買い物かご」産品産地卸売市場 

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、商品化加工処理、最盛期収穫産品の冷蔵保存を実現する。 

 

三、現代農業公共サービス能力養成の推進に注力する 

農業公共サービス施設がぜい弱であるとの問題について、現代農業発展の要請に相応しくないとの問題

が目立っており、「中国共産党中央農村改革発展推進に係る若干の重大問題の決定」を踏まえて、農業公共

サービス能力構築のための部署を設置し、農業科学技術創出と普及サービス、動植物疾病制御、農産物品

質管理、農業機械化推進、農業生産経営情報、農業資源環境保護、農村経営管理等の公共サービス体系の

建設を重点的に強化し、管理体制を刷新し、サービス条件を改善し、スタッフの素質を高め、サービス能

力を高める。2015 年までに、農業公共サービス能力の安定した上昇を実現し、全工程をカバーし、総合的

に配備し、敏捷で効率の高い社会的サービス体系をさらに完全なものとし、農民の農業公共サービスに対

する需要の拡大に応える。 

 

コラム 9  「第十二次五ヶ年計画」現代農業公共サービス能力構築プロジェクト 

1 郷鎮農業公共サービス能力構築プロジェクト 

健全な郷鎮若しくは区レベルの農業技術普及、動植物疾病制御、農産物品質安全管理等の公共サービス

機構の基礎の上に、資源の統合、実効の重視、不足の補填、各地の事情の反映、適正の標準化の原則に

照らし合わせて、農業技術普及、病害虫防除、農産物検査・監督、農民訓練等の施設設備条件を改善す

る。 

2 動植物保護プロジェクト 

6 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。4 段階の農産物有害生物観測警報と防除・制御、重大植物疾病管理・

防御、農薬リスク評価と管理、植物防除科学技術のサポートと物理化学的サポート等の植物保護の基礎

構築を強化する。 

3 現代種苗産業プロジェクト 

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核心育種場、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



 

 

24 12 5  

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。 

4 農産物品質安全検査測定能力構築プロジェクト 

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、全方位的に地（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

トホームを構築する。 

5 漁政漁港構築プロジェクト 

多くの沿海の中心的漁港、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。 

6 農業機械化推進プロジェクト 

農民と農民専業合作社が大型の複式、高性能農機具を購入することをサポートし、適切な地区が中小型

の先進技術を活用した農業器具を購入することをサポートし、農業機械技術普及、農業機械安全管理、

農業機械試験鑑定等の公共サービス機構の条件を改善し、国家と地域の農業機械化科学技術創出センタ

ーを建設し、農業航空サービス拠点と農業航空作業離着陸場のインフラ建設を増強する。 

7 農業情報化構築プロジェクト 

①一群の農業生産経営情報化モデル基地を建設する。②国家、省、県（場）の三段階の「三農」総合情

報サービスプラットフォームを構築する。③農業情報総合統計数値の共有化とネットワーク化情報サー

ビスサポートシステムを構築する。 

8 農民専業合作社能力構築プロジェクト 

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、都市への直売網、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合作社構成員書類記録を確立し、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。 

9 農村土地移転と仲裁機構条件構築プロジェクト 

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、土地流動市場交易の環境を改善する。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。 

10 耕地品質観測能力構築プロジェクト 

耕地品質観測警報システム、肥料農地試験モデル基地、土壌湿度観測システムを構築する。 
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四、草原等の農業生態系の造成をより急速に推進する 

 我が国の草原退化が深刻になり、農業生態の脆弱性と生物資源の衰退が問題になっているということ

に鑑み、重点的なブレークスルーと、面的保全を結合させることを堅持し、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、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・減災インフラ建設を増強し、農業生物資源保護プロジェクト推進の注力を強め

る。2015 年まで、草原放牧業と経済結合を継続的に適切化し、水生生物資源が効率の良い保護を得られ、

生態環境が安定的に改善し、環境の許容能力と持続的発展能力を継続的に高め、生態バリア機能を絶えず

増強させる。 

 

コラム 10  「第十二次五ヶ年計画」草原造成と農業資源保護プロジェクト 

1 農業生物資源保護プロジェクト 

農業生物資源保護区と水生生態修復モデル区を建設し、農業生物資源観測・鑑定評価条件の構築を強化

し、農業生物資源保護科学技術サポートを強化する。 

2 天然草地放牧停止・草地還元プロジェクト 

草原フェンス、家畜用柵を設置し、退化草地を改良再生し、人工粗飼料生産地を造成し、管理観測能力

の必要要素構築を強化する。 

3 草原自然保護区建設プロジェクト 

管理保護と公共・生活施設を整備し、交通、通信、科学的研究、観測、宣伝と教育施設を配備する。 

4 草原防災・減災プロジェクト 

草原災害観測警報体制、防災物資保証システムと指揮体系等の基礎インフラ構築を強化し、災害防御・

緊急時対応能力を高める。 

5 放牧地域水利プロジェクト 

①放牧地区に中小の貯水槽、貯水池、重力式導水路、揚水場等の地表水源プロジェクトを建設し、地下

水源利用の井戸建設を強化する。②農地灌漑設備の建設を強化し、放牧民の飲料水供給施設及び付帯設

備の改善に注力する。 

6 砂漠化草原管理プロジェクト 

草原の柵や小型放牧地区の水利関連設備等を建設し、航空播種の改良、人工草地造成、放牧禁止・休止

等の措置を推進する。 

7 京津風沙源管理プロジェクト 

家畜舎を建設し、草地での柵飼い、人工草地造成、航空での牧草播種等を実施し、飼料機械等の設備を

購入して配備する。 
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8 南方草地保護・造成プロジェクト 

天然草地改良、人工草地等の造成を展開し、生態環境を保護し、草地生産力を高める。 

9 岩溶地区石漠化草地管理プロジェクト 

草地での柵飼いを実施し、人工草地、草地改良を実施し、草地の植栽カバー率を高める。 

10 三江源草地造成プロジェクト 

放牧停止・草地還元、草原開拓停止・統治還元、生態悪化草原の保全、草原防火、草原のネズミ害制御

等実施し、保護管理施設を整備する。 

11 青海湖流域生態保護・管理プロジェクト 

砂漠化草地、黒土潟（高山植生が劣化した状況）、有毒雑草、ネズミ害・虫害を保全・管理し、入山停

止による草地育成等を行う。 

 

五、農産物加工能力増設強化に注力する 

我が国農産物の一次加工の停滞が深刻で、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等の問題を鑑み、農家と農民専業合作組織の技術使用を成熟させ、経済的に適した収

穫後貯蔵、保管、乾燥等の産地一次加工施設、設備をサポートする。食糧生産の中心地区、特色農産物優

位地区では、農産物加工業技術研究開発体系の整備を重点的に強化し、一群の農産物加工リーディング企

業が技術設備更新によってレベルアップすることをサポートする。2015 年までに、我が国農産物加工技術

水準が顕著に向上し、農産物の収穫後損失率が大幅に低下し、農産物加工技術が現代農業の発展を支えら

れるようにし、それに伴って農民就業増収の効果を効果的に発揮できるようにする。 

六、農村廃棄物の資源化利用を積極的に推進する 

茎・藁資源の浪費と深刻な汚染、農村居住環境が劣ること、エネルギー不足等の目立った問題を鑑み、

「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。2015 年までに、①家畜排せつ物、藁・茎等の農業廃棄物資源化利用

の水準を大幅に向上させ、②農村メタンガス、省薪炭窯の普及率を大幅に向上させ、農村生活のエネルギ

ー構造を顕著に最適化し、農村居住環境の効果のある改善を促進する。 

 

コラム 11 「第十二次五ヶ年計画」農村廃棄物資源利用プロジェクト 

1 農村メタンガスプロジェクト 

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、適合農家のう

ち 50%以上がメタンを利用できるようにする。 

 

2 農村衛生プロジェクト 

農村の有機廃棄物処理利用と無機廃棄物収集移転を推進し、農村の舗装・緑化を一体的に進める。 
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3 茎・藁のエネルギー利用プロジェクト 

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。 
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第六章 対策を強化し、発展の新局面を創始する。 

一、多元的な投入を強化する 

①国家の農業農村への投入の集中を継続的に拡大し、財政支出を重点的に農業農村に傾斜させ、農業、

農村の総生産量、増加分を等しく向上させる。②予算内の中央投資を重点的に農業農村インフラ施設建設

に充てる。③土地譲渡収益を重点的に農業土地開発、農地水利と農村インフラ建設に充て、満額計上と一

定方向での使用を確保する。農村記入組織の刷新、農産物の刷新、サービスの刷新、制度の刷新を推進し、

各種の新しい金融組織を発展させる。課税減免、財政補助と投資補助等の措置を通じて、各種主体の現代

農業への投資を牽引し、農村産業発展と公共施設建設に参画し、多元的投資の新しいシステム形成に努力

する。 

二、農業助成・補助の度合いを高める 

食糧作付け直接補助、優良品種補助、農業機械購入補助、農業資源総合補助政策を整備し、農業産業発

展と農民増収をより有効に促進する農業補助機構を設立する。新しい補助を食糧等の主要農産物向けに傾

斜させ、生産量が高く、販売量が多い地域に傾斜させる。漁業用ディーゼル補助政策を継続・完備する。

農業生産の核心技術とサービスサポート政策をさらに整備する。食糧・綿花・油糧種子・砂糖原料の高収

量生産の創出、食肉・卵・乳製品・水産物と野菜等園芸作物標準化建設範囲の拡大を着実に進める。地域

に応じた施肥補助の実施を継続し、土壌有機質向上補助の規模を拡大する。エネルギー消費の多い老朽化

した機械の廃棄制度の設立について検討し、廃棄更新補助の実施について調査する。農産物重大病虫害総

合防除補助を実行する。動物疾病制御経費の投入を拡大し、飼養サイクルの病死動物及び無害化処理補助

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。末端農業技術普及体系改革とモデル県事業の

実施を拡大し、農村労働力の教育訓練「太陽プロジェクト」、農村実用人材資質向上計画、現代農業人材サ

ポート計画を継続して実施する。貧困支援開発への投入を継続的に拡大させる。 

三、農業補助金・奨励金機構を整える 

主要産業地区での利益補償システムを整備し、中央財政の食糧、油糧種子の主要生産県に対する移転交

付水準を高め、主要食糧生産県、主要養豚県の奨励を継続的に拡大し、食糧主要生産県の農業投資項目に

係る地方割当てを規格化し、主要生産区の食糧リスク基金の地方資金割当てを全面的に廃止する。主要食

糧生産地区における県レベルの一人当たり財政水準を安定的に増加させる。草原生態保護奨励補助システ

ムを整備し、政策措置の整備を確実に進める。村レベルの公益事業実施建設における事業個別の財政奨励

補助規模を拡大する。 

四、農村金融サービスを強化する 

県の銀行業金融システムが新しく預金を集めてそれをその土地での融資に用いることを奨励し、審査・

評価を強化し、現代的農業発展を促進する。政策的金融の農業に対するサポートの度合いを高める。村・

鎮銀行等の新しい農村金融組織の建設を加速し、条件の合う農民専業合作社が信用事業を展開できるよう

サポートし、登記と管理方法を整備する。農業融資に係る課税優遇措置、農村金融システムへの一定の費

用補助、県の金融機関の農業向け融資拡大奨励等の政策を整備する。農業信用融資担保組織の発展をサポ

ートし、農村における有効な担保範囲を拡大する。農業保険の発展を加速し、農業保険金補助政策を整備

する。地方の特色ある農業保険の発展を奨励し、農業に係る保険の発展の推進について検討する。財政の

サポートの下での農業大災害リスク分散システムを研究する。 

五、農産物市場調整を改善する 

コメ、小麦の最低買い上げ価格政策を整備し、食糧の有効な供給保証を基礎とした目標価格政策の制定

について検討する。トウモロコシ、大豆、菜種、綿花等の農産物の臨時在庫政策を整備し、主要農産物の
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流通量調整システムを整備し、重要農産物の備蓄制度を整備し、基幹企業に肯定的な影響を与え、大量生

産される農産物市場の調整システムと機構を整備・完備する。豚肉等の主要な「買い物かご」産品の観測・

警報システムの構築の強化を継続し、応急的調整対策プランを整備し、生鮮農産物の調整方法を制定する。

クリーン開発メカニズム（CDM）を積極的に利用し、炭素貿易、排出権取引システムの設立を検討する。 

六、農業の対外開放水準を高める 

「引進来（外資の国内導入促進）」と「走出去（内資の海外投資促進）」の相互連動を堅持する。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、「引進来」の質と水準を高め、農業産業の安全性

を維持する。農業の「走出去」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。貿易促進公共サー

ビス能力の強化をさらに進め、優位のある農産物輸出の推進を積極的に行う。農業の国際的な提携の拡大

を継続し、二国間農業貿易交渉と農業関連国際規則制定に積極的に参与し、公平で合理的な貿易秩序の構

築を推進する。WTO ルールの関連措置に沿って運用し、国際貿易摩擦に積極的に対応し、農産物輸出入

調整機構を改善する。農産物貿易監視警報体制を整備し、産業協会が企業の合法的権利・利益を守ること

ができるようサポートし、損害補償システムの設立を推進する。 

七、改革刷新を深める 

家庭請負経営を基礎とし、密接に結合した二段階の経営体制を安定させ、整備士、農村発展体制システ

ムの改革推進を加速する。都市と農村の協調的発展を制約する体制的障害を除去し、都市と農村の要素の

平等な交換関係を築き、都市と農村の経済発展、労働就業、インフラ、工業サービス、社会管理の一体化

を促進する。農村総合改革を高度化する。農村集団経済組織財産権制度の改革を積極的に推進し、集団経

済の有効な実現形式を探る。農業科学技術体制の改革とシステム刷新を推し進め、獣医、栽培等の各方面

の管理体制改革を積極的に推進する。国有農場体制の改革を急ぎ、国有農場における現代農業発展を推進

する。新しい状況下での農村改革のテスト区を創設し、モデル波及効果の調査を展開する。 

八、法制度の保障を強化する 

農業法律法規を整備し、現代農業発展投資、食糧安全、農産物品質安全、農業産業安全と生態安全、農

民権利・収益保護、農産物補助政策等の方面で立法を強化し、国の農業強化、農業優遇政策の制度化と規

範化を推進する。法の執行への力加減を再編し、農業の総合的な法執行システム構築を強化し、法律執行

条件を改善し、全国農業県全てにおいて農業において総合的に法律を執行し、農業の法律施行水準を全面

的に引き上げる。農村の法律教育の程度を拡大し、農民と農村末端公務員の法律意識を増強する。 

「第十二次五ヶ年計画」の時期に農業と農村経済施策を適切に実施する意味は非常に重要で、任務は非

常に大きく、使命は光栄である。各レベルの農業部門と関連機関は政治的戦略的重要性に立ち、組織の統

率を適切に強化し、部門間の交流協調を強化し、中央の農業強化、農業優遇政策を着実に最後まで真面目

に実施し、各重大プロジェクトを組織的に実施し、世論宣伝を重視、強化し、農業と農村経済発展の強大

な相乗効果の形成推進を先導し、計画の各項目の目標・任務を円満に完成させることができるようにし、

農業発展方式のさらなる急速な転換を全力で推進し、農業と農村経済科学発展の新局面の創造に努力する。 

 


