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はじめに 

 

本報告書は、農林水産省「平成２７年度海外農業・貿易事情調査分析事業（中国）」を

とりまとめたものである。 

 

本事業の目的は、中国における食料、農業政策、農産物貿易の動向などについて調査・

分析を行うことによって、我が国の農業政策の立案やＷＴＯ農業交渉やＥＰＡ/ＦＴＡ交

渉に活用するとともに、成果物の農林水産省ホームページへの掲載や国会図書館への納本

を通じ国民に広く提供することにある。 

 

本年度の調査分析のテーマは「中国の食料安全保障政策と食料輸入」である。調査を進

めるにあたっては、有識者から成る検討委員会を組織し、3 回の委員会を開催し、意見の

集約を行った。また、調査対象国において、政府機関、農業団体、学術・研究機関などへ

の聞き取り調査を実施した。 

 

東京農業大学・国際食料情報学部 菅沼圭輔教授、国際農林水産業研究センター・社会

科学領域・プロジェクトリーダー 銭小平氏、農林中金総合研究所・基礎研究部・主席研

究員 阮蔚氏（以上、五十音順）を検討委員会の委員に委嘱し、多大なご協力とご支援を

いただいた。 

 

株式会社日本総合研究所総合研究部門 

総括 坂東 達郎 

武山 尚道 

花井 衣理 

ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ株式会社 

片岡 信矢 
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