
 

 

 
 

団員の感想（抜粋） 
 

 

【訪日全体と、専門分野の活動に関する感想】 
 

 

◆  日本はアジアの中の先進国であり、資源の適切な配分、環境保全に対する意識、科学技術、

政策等の面で非常に行き届いている。いろいろな場所を訪れて視察や学習をする中で日本につ

いて感じたことは、環境が美しいこと、森林被覆率が高いこと、都市と農村の格差が小さいこ

と、人が真面目で、高い資質を備えていることである。農業の科学技術分野においても高い成

果を収め、食品安全と農産物の品質に関する大変素晴らしい評定・監督体制と政策を備えてい

る。農業現代化のレベルも比較的高く、農村政策はほぼ完備しており、収入の分配も適切であ

る。しかし、高齢化の問題から後継者が不足し、農村の過疎化が進み、農業を発展させていく

ためには、突破口と原動力を探し求める必要がある。日本人について言えば、長期にわたって

融通性のない、原則重視の雰囲気の中にあって、個人の人格の力を発揮することができないた

め、極端な方向に走りやすい。適切な状況下においてプレッシャーから自己を解き放つための

方法を持つべきである。 

 農業の現代化と都市と農村の一体化について、我々は日本に学ぶべき点が多くあると思う。

第一に、農業の現代化を図るには、科学技術が第一の生産力である。日本では農作業にしても

加工施設内の作業にしても機械化が進んでおり、科学技術があらゆる分野に浸透している。第

二に、農業従事者の資質が高く、視察先で接した農業に従事する人たちは、みな高い理論レベ

ルと資質を持っていた。それに対して我が国の農村や農家の栽培技術は遅れており、人の資質

も低いことが、重大な制限要素となっている。農家に対して研修を実施することは、我々が重

要視すべき課題である。第三に、日本では都市と農村間に明確な格差が存在せず、異なる職業

間にもさほど大きな開きはなく、国内における矛盾が少ない。それに比べて我が国は、都市と

農村の格差が大きく、職業間の格差も大きい。収入の格差が、国内の不安定要素等を生んでい

る。最後に、日本人の非常に真面目な仕事のしかたが、多くの高品質な製品を生んだ。この点

は特に我々が学ぶべき点である。100％の努力をしない限り、“更なる向上を求めて絶えず研鑽

を積む”という域にまで達することは不可能である。 

今回の訪問を通じて、日本の農業の発展や、政策、農業分野の科学技術、食品安全等の面に

ついて多くの知識や認識を得ることができた。日本人との交流では、日本人の物事に対処する

方法や行動規範について強い印象を覚えた。これらはすべて今後の生活や仕事に役に立つと思

う。 

 中日の交流強化という面では、日本の先進的な分野での進んだ経験を適切に周りの人々に宣

伝すると共に、日本や日本人について正しい認識を持つように呼びかけたい。 

 

 

◆  主催者側が全体を通してきめ細やかな手配をしてくれたおかげで、今回の訪日研修の旅を全

うすることができた。日本の経験や社会の各方面について身をもって理解することができた。

日本の農業の現代化と都市と農村の一体的な発展に関する経験は、我々が学ぶに値するもので

ある。滞在を通じて日本の風土や人間味に触れると共に、関係者の方々との交流を通じて互い

の理解を深め、友情を育むことができた。 

 日本は国土面積に対して人口が多いため、機械化と生産の細密化を重点に据え、イノベーシ

ョンと資本の投入によって土地生産性を上げる「土地節約型」の農業経営方式を採り、成果を

収めた。これは参考に値する。 

中国は耕地資源が少なく、環境容量も少ない。限りある資源に更に大きな潜在力を発揮させ

るためには、農業の現代化を進め、家族経営をメインに、適度な大規模化を強力に推進し、家

族経営の集約化レベルを上げることが必要である。 

帰国後は、日本で見聞したことや感じたことを周りの人々に伝え、日本や日本人について、

もっと多面的に知ってもらいたいと思う。 



 

 

農業の現代化を進める過程において、日本の現代農業の経験と教訓を参考にしたい。また、

共通の課題である農業の弱体化や従事者の高齢化について、一層交流を強化していきたい。 

 

 

◆  今回の訪問で日本の社会の発展ぶりや人文環境をより深く感じとると共に、農業分野におけ

る協同の取り組みについて理解することができた。特に日本の人々の生活や幸福と平和に対す

るあこがれを、至る所で感じることができた。文化、礼儀、教養、資質、能力は、すべての日

本人の必修科目であり、そしてそれが一つ一つの細部に表われている。そのことにより、社会

のさまざまな面で顕著な進歩を実現することができたのだ。日本人は優秀な民族である。 

視察を通じて、日本の農業について認識を新たにした。第一に、農業や農村の発展には技術、

資本、土地、人材等の生産要素の最適な組み合わせが必須であること、中でも科学技術は核心

であり、人材はキーである。日本はこの面の活用がうまくいっている。第二に、農業や農村の

発展には市場メカニズムと新しい組織形態が必須である。つまりそれは、農業の現代化及び都

市と農村の一体的な発展の根本である。日本等の国は、この点が突出している。 

中日両国は一衣帯水の友好国であり、平和と発展は、両国の発展にとって必然の方向である。

この方向は、一時的な事柄に妨げられたり、左右されたりすることはない。青年幹部として、

我々は常にこの方向を堅持し、日本の青年と一緒に両国関係の素晴らしい未来を切り開くべく

努力していかなければならない。 

 

 

◆ (1) 日本政府は農業及び農村を全力で支援している。 

(2) 農協組織体制の整備が進められている。 

(3) 農業関連の法律体系がよく整えられている。 

(4) 厳格な耕地保護制度 

(5) 適切な農業科学技術の普及計画及び体制 

日本は既に農業の現代化を実現したが、その実現の過程においては、成功を収めた方法や経

験がある一方で、課題や教訓もある。例えば、耕地の減少傾向に歯止めをかけられずにいるこ

と、農業従事者の高齢化の問題が日増しに深刻化していること、農産物の自給率が低めである

こと等である。 

これらの問題は、中国の農村においても現れ始めている。我々はこれらの問題に注意を向け

ると共に、日本が成果を収めた経験を参考にし、中国の農業の現代化及び都市と農村の一体的

な発展を推し進めるべきである。 

（帰国後は）セミナー等の手段を通じて、日本の農業の発展の過程や、成果を収めた経験、

我々のヒントとなるような内容を広めると共に、考え方を整理して一層クリアなものにし、共

通認識を形成する。そして実践に移し、中国の農業の現代化と都市と農村の一体的な発展をで

きるだけ早く実現したい。 

 

 

◆  今回の滞在を通じて、日本には二つの大きな特色があると感じた。 

一つ目は、科学技術の水準が高いことである。農産物加工や販売の過程で多くの農業用機械

が使われている。特に日本の耕地の特徴に適した小型機械は、労働生産性を大きく向上させた。 

二つ目は、農村の生活環境は都市とほぼ変わらないということである。農村にも至るところ

に自動販売機があった。農家の住宅は、都市部の住民と同じような２階の戸建てであり、早朝

に飼い犬を連れてのんびりと散歩していた。 

農業の発展、農民の収入向上、都市と農村の格差の縮小等の問題は、経済や社会が継続的に

発展していくことで解決を図っていかなければならない。経済成長がなければ、都市と農村の

一体的な発展は、ただの低水準の上に成り立った調和にしかなり得ず、これは時代のニーズに

応えるものではない。 

また、科学技術の進歩は、農業の発展において重要な役割を果たす。「一粒の種が全世界を変

える」のである。農業科学技術の研究と普及に力を入れることは、三農問題を解決するための

重要な道筋の一つでる。 



 

 

交流とは常に、国際経済を発展させるための重要な推進器の一つである。交流においては、

中日両国の交流の効果をより高めるために、双方の専門分野のマッチングを十分に考慮するこ

とが必要である。 

 

 

◆  感想は以下の３点である。 

第一に、日本の農業は高度に発達している。細密化と施設化が進み、産業チェーンが整って

いる。 

第二に、日本における農協の役割は大きい。行政主導の下、広範囲に及ぶ農家が参与し、市

場性が強い。 

第三に、日本の農業文化は幅広い領域を包括している。環境を保全し、工業や観光業の発展

を促すという面を持ち、日本独特の文化を形づくっている。 

 

以下 3つの点で啓発を受けた。 

第一に、中国と日本では経済発展の段階が異なる。 

第二に、中国と日本では農業支援政策が異なる。 

第三に、中国と日本では農業ブランドの形成体制が異なる。 

 

日本での視察を踏まえて、中国の農業の現代化について、以下の 3 つの転換を図る必要があ

る旨、提案したい。 

第一に、粗放型農業から科学技術型農業への転換。 

第二に、小規模農家組織から力を合わせて豊かになることを目指す組織への転換。 

第三に、原料型農業から文化型農業への転換。 

 

 

◆  日本の自然環境と環境保全に対する意識の高さに深く感銘を受けた。日本はインフラと公共

サービス施設が完備していることにも感心した。日本では社団法人が発達しており、半官半民

の機関が訪問の受け入れを行うという方式に、感心した。日本では、農業従事者が少なく、国

土が狭いわりに人口が多いという条件の下で大規模経営を概ね実現していること、加えて、農

村の生活環境、インフラ、公共サービス、ひいては一人当たりの平均収入も都市と大差がない

ことに感銘を受けた。 

日本の農業で参考になる事柄は以下の通りである。 

(1) 行政による多額の補助金 

(2) 農家の組織化が進んでいる。主として各自治体レベルの農協や農業組合が生産や販売、生活

に関するサービスを提供している。 

(3) 産地直売方式を重視し、さまざまな直売ルートを開拓している。 

(4) 都市と農村の相互交流や都市部住民の農村体験を重視している。 

(5) 農産物の品質を重視している。特に、最後に見学した精米工場の商品トレーサビリティシス

テムは、我々にとってたいへん参考になるものであった。 

(6) 施設栽培を重視している。陸前高田市ではレタス栽培用ハウスを視察した。 

(7) 科学技術によるイノベーションを重視している。江別市の小麦生産がその一例である。 

感想：農民人口を削減して初めて農民の生活を豊かにすることが可能になる。農業、農村、

農民の問題においては、「三農」の外側から「三農」を考えると共に、包括的な計画の下に発展

を進め、農村人口を第二次、第三次産業に移行させるよう促さなければならない。 

私の住む河南省の状況（人口 1 億人、耕地は不足しており、一人あたりの平均耕地面積は更

に少ない）を踏まえた上で、日本の考え方や歩んだ道を参考にし、都市と農村の一体的な発展

を図るために、新型都市化を牽引力とし、新型工業を柱とし、新型の農業現代化を基礎とする、

以上三つの“化”を調和を保ちつつ進めていく路線を堅持していきたい。田園都市を整備し、

第二次、第三次産業を集中的に発展させることで、都市と農村の一体的な発展を早く実現でき

るようにしたい。 

 



 

 

 

◆  日本が農業の現代化を実現した方法を更に詳しく学ぶと共に、日本の農業が現在直面してい

る困難や課題についても知ることができた。中国が農業の現代化と都市と農村の一体的な発展

を推し進める上で参考になる点が多くあると思う。具体的には、農業の協同化、農業科学技術

の利用と普及、農産物の品質安全に係る管理監督、農村インフラの整備等が参考にできる点で

ある。 

とは言え、中国の国情は更に複雑で、発展の段階において更に多くの課題に直面しており、

我々の任務は一層重い。従って、中国の国情に適した農業現代化への道を歩まねばならない。 

今回の訪問で見聞したことを身近な人々に伝え、日本の農業や社会に対する理解を促したい。

一つ提案したいのは、今後このようなプログラムの実施にあたっては、なるべく座学の時間を

減らし、概要の紹介は、中文の資料集を配布することで解決し、その分現場を視察する時間を

増やした方がいいということである。 

 

 

◆(1) 日本人の勤勉さと仕事に対する真面目さは、学び、普及するに値する。 

(2) 地震、津波等の自然災害に対する防災教育、災害への備えを習慣づけること、防災関連の設

備等は、よいお手本になる。 

(3) 法律体系が整えられていることは、大変良い。 

(4) 節約や健康的な食事習慣にも学ぶべきところがある。 

(5) 農業科学技術と農業機械の利用からは、啓発を受けた。 

(6) 都市・農村のどの場所も清潔に保たれていることは、素晴らしいお手本になる。 

 

国と国、特に隣国同士が交流を強化し、友好を深めることは、歴史の流れである。一次的な

矛盾や争いごとが、交流と協力の歴史の流れに影響を及ぼすようなことはあってはならない。

問題に対処する際は、歴史の流れを見据え、長期的かつ大局的な見地から物事をとらえるべき

である。国民同士がなるべく多くの交流と意思疎通の機会を持つことが、協力の強化につなが

る。 



 

 

 

 

【被災地プログラムの感想】 
 

◆  自然災害の発生周期や防災経験及び復興期の経験を総括することは、全人類の共通の責任で

あり、そうすることで、今後起こる自然災害に備えるための知識が蓄積されていく。今回の岩

手県における視察では、地震や津波、防災、減災等の面で認識を新たにすることができ、災害

に対処する能力をつける上で役に立った。同時に、日本の人々にも中国四川省汶川の地震被災

地に視察に来てほしい。 

 

 

◆  日本の人々の災害に対する頑強不屈の精神に感服する。外国人を被災地に招いて誤解を解消

するという方法には、感心させられた。日本の自然環境の保全について、印象深いものがあっ

た。 

引き続き中日両国の交流が盛んに行われ、互いに学び合って長所を取り入れ短所を補い、い

つまでも友好が続くよう希望する。 

 

 

◆  大地震の発生時、日本の学校では、迅速かつ正しい判断が下されたことで無数の命が救われ

たことは、国の防災・減災教育及び緊急時の体制が整っていることを表している。中国は、こ

の経験を積極的に手本とし、国民や職場に対する防災・減災教育及び避難訓練を強化すること

で、自然災害がもたらす損失をできる限り小さく抑えるべきである。 

 

 

◆  昨年３月 11日に地震が起こった時、私は日本の人々と一緒に大自然の猛威を感じていた。テ

レビからは被災地の被害情報が度々伝えられ、大自然の力の前では、人の命はちっぽけなもの

であり、人が築いた繁栄は、一瞬のうちに破壊されてしまうことを知った。美しい東北三県は、

津波の打撃の下に、見る影もなく変わり果ててしまった。災害は無情だが、人には情がある。

地震が日本の人たちに残した傷を、私も感じることができる。被災地の人々が見せてくれた粘

り強さ、我慢強さ、不屈の精神、闘う力に敬服した。今回地震被災地を訪れ、被害の深刻さを

目の当たりにした。被災地の皆さんが一日も早く美しい故郷を再建できるよう、切に願う。 

 

 

◆ 被災地を訪れ、最も印象に残ったことは、大きな災害（津波）の前で、人はかくも無力である

ということだ。そして、科学技術を発展させ、防災や減災の能力を向上させることは非常に大切

だということである。帰国後、以下の事柄を伝えたいと考えている。 

(1) 3･11東日本大震災の地震と津波は、日本の人たちに生命と財産の甚大な損失をもたらした 

(2) 幸いだったことは、日本では災害（地震、津波等）警報システムと防災インフラが整ってお

り、損失を最小限にとどめたことである。 

(3) 日本の人たちは不屈の精神を以て、大災害の後にも自力で立ち上がり、復興の道を歩み始め

た。生活や生産活動の回復のスピードは速い。 

(4) 助け合うことの大切さを力強く呼びかけ、被災地の復興を支援する。 

(5) 自分で自分の命を守る力を養わなければならない。平常時に防災訓練を実施し、災害を生き

抜くためのさまざまな方法や技術を学ぶ必要がある。 

 

 

◆(1) 過去に津波が発生した際、もしも津波警報がもっと正確なものであれば、このように深刻      

な人的被害を招くことはなかったであろう。津波予報の研究を強化することは、世界中の沿

海地域に住む人々にとって必要である。 

(2) 今回訪れた大船渡市と陸前高田市の復興の進捗は、全体に遅めであると感じた。被災地の

人々がもとの生活や生産活動を取り戻すまで、長期にわたり不便な生活を強いられるであろ



 

 

う。政府は、もっと多くの人力、物資、財力を集中的に投入すべきである。 

(3) 復興過程において、産業振興のための要素を導入・育成する必要があるが、大きな財団や BOT

等の各種形式を導入することは可能であろうか？ 

(4) 被災地の人たちの気持ちのありように触れ、安心したが、引き続き精神的な支えと心理面の

ケアに力を入れるよう提案したい。 

 

 

◆  千年に１度の規模という東日本大震災の地震と津波は実に恐るべきもので、岩手県等の地域

に深刻な人的被害や家屋の倒壊、生産施設の破壊をもたらした。１年半の月日が過ぎた今もな

お、がれきや残留物の分別済みのものと未分別のものが山のように積み上げられていた。岩手

県だけでも 5,800 人余りが亡くなり、経済損失は、１兆 751 億円に上るという。このように甚

大な被害を目の当たりにして、命の尊さや絆の大切さを身にしみて感じた。さいとう製菓㈱齊

藤賢治氏の講話の中で、道で出会った若者が彼に食べ物はあるかとたずねた時、自分はおにぎ

りを２個持っているが、それをあげたくないと思ったにもかかわらず、その若者は、自分はパ

ンを持っているが食べないかと聞き、彼の心に変化が生まれたということだった。「貧」と言う

字は貝を分けると書き、人と物を分けるという意味だと悟ったという話は、とても印象に残っ

た。 

災害後の経過について、日本政府、地方の各界、地元の人たちの不屈の精神や強い意志力。

そして困難に立ち向かう熱意で美しい故郷を再建するために奮闘を重ねているところである。

１年半という時間は決して長くはない。家族を失い、経済的に大きな損失を被った悲しみから

抜け出せない人もいるであろう。しかし、彼らの復興への歩みは、止まることはない。８年計

画を策定し、一歩一歩実現に向かって進んでいる。しかも一定の成果が表れており、成功例も

多い。このように大きな被害状況を目にして、我々を迎えてくれた方たちの誰もが親切で、温

かく、優しかった。あんなにも真面目に語り、細かく考え、資料も十分に用意して、細部にわ

たるまで適切な手配を行い、大地震と津波の発生の過程から、成功した経験と教訓、ありのま

まに漏れなく提示し、皆に一緒に総括と理解をさせることで、将来起こる災害に備えさせよう

としてくれたのだ。彼らの心は熱く、人類共通の愛があれば、明日はもっと素晴らしい日にな

るに違いない。岩手県及び各被災地の皆さんが一日も早く美しい故郷を再建できるように願う。 

 

 

◆(1) 多重の災害が住民に壊滅的な打撃を与えたが、ここの人々は、なおも強靭な精神を保ってお

り、敬服に値する。 

(2) 生産活動を回復する計画は、科学的かつ適切で、計画は詳細にわたり、指導性に富んでい

るため、住民が今後生活や生産活動において自信を強めていくことが可能であると思う。 

(3) 地元の各界や日本各地及び世界各国が被災民に援助の手を差し伸べていることは、大きな

愛の精神を充分に示すものであり、「一つの地球、一つの家」という信念を体現している。 

 

 

◆  被災地を訪れた感想は、主に以下の 2点である。 

まず、市民に対する防災教育は特に重要であるということである。天災は往々にして人災を

招く。従って、災害時にいかに自身の身を守り、他の人たちを助けるかということを人々に対

して教えてこそ、命を守り、希望を残すことができるのだ。 

次に、情報の公開は最良の「流言粉砕機」であるということである。災害に見舞われた時、

人はパニック状態に陥る。そのような時に、被害の実態はどのようなものなのか？亡くなった

方はどのぐらいいるか？今後考えられる最悪の事態とはどのようなものか？等の信頼できる情

報が一つとして与えられなければ、人々は混乱に陥り、デマがそこかしこで流され、災害が更

に大きな破壊を招くことになるであろう。 

 

 

◆  最も印象的だったのは以下の 3点である。 

(1) 地震や津波等の自然災害が起こる可能性は常にある。それがもたらす被害は想像しがたいが、



 

 

一瞬にして美しい故郷を破壊し尽くし、命をも奪ってしまうのであろう。 

(2) 大自然の力の前で、人はちっぽけな存在であり、抗うことも、状況を変えることもできない。

ただそれを受け入れ、力強く立ち向かっていくか、もしもの時のために普段から備えを万全

に整えておくことしかできない。例えば、地震や津波に備えた避難訓練を強化して、人々の

意識を高め、災害への対応能力を養うことができる。 

(3) 災害に見舞われた時、人には愛と真心が必要であり、互いに助け合うことが必要である。互

いを思いやる心を持ち、一致団結してこそ、自信を取り戻し、復興を成し遂げることができ

ると思う。 

 

帰国後は、以下のことを伝えたい。 

(1) 東日本地域では数十年に一度の規模の大災害が発生し、被災地は苦難に見舞われ、尊い命が

奪われた。被災地の人々に関心を寄せることが必要である。 

(2) 被災地の人々は前に進む自信や意思を失ってはいない。彼らは勇敢に現実に立ち向かい、復

興に力を尽くしている。 

(3) 人は、助け合い、仲良く暮らすことが必要である。それがあって初めて美しい故郷と幸せな

暮らしが成り立つのである。 

 

 

◆ “人の力は必ず大自然に打ち勝つ” 

被災地への訪問を通じて、被害の状況や苦しみを知り、復興の困難さを目の当たりにした。

と同時に、強さや楽観も目にした。人と人の間に結ばれた最も尊い絆を感じると共に、助け合

う心は何よりも大切なものだと思った。 

   大自然の前で、人は弱く、ちっぽけな存在である。しかし、団結した人々は、強大である。

人と自然の間で繰り広げられてきた闘いと融合は、人類の歴史の中で、過去・現在、そして未

来においても変わることはないであろう。共に手を携えて美しく、安全で平和な故郷をつくろ

うではないか。 

   中国と日本はアジアにおいてのみならず、世界においても重要な位置を占める隣国関係であ

り、影響力を持ち、注目を集めている国である。我々が真の友好協力を実現できれば、アジア

ないし世界の勢力構造をも変えることができるであろう。協力は双方に利益をもたらし、戦い

は双方に傷をもたらすのである。 

 


