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3. スイスの「農業政策 2018-2021」の具体的内容（直接支払制度及び現行

「農業政策 2014-2017」との変更点を中心に）

3.1. スイス農業の概要と特徴 

(1) 地理的特徴

スイスは山岳地域が多く、先進国で条件の不利な農業環境を有することから我が国の農業とよく比較

の対象とされる国の一つである。また、EU に加盟していないことから、直接支払等を中心とした独自

の農業政策を展開していることが特徴である。

スイスの国土面積は 413 万 ha で、うち農用地面積は 152 万 ha である。耕地面積が国土に占める割合

は日本と同程度であるが、草地割合が遥かに大きく、放牧中心の山岳農業が広くみられることに特徴づ

けられる。スイスは主に 3 つの地域に分類でき、スイス南部に位置し平均標高 1,700m の「アルプス山

脈地方」、平均標高 580m の「中部平原地方」、フランスとの国境の「ジュラ山脈地方」から構成される。

国土の約 4 割は海抜 1,300m を超え、条件不利地域が多いことから、農業生産における競争力は低いと

される。

図表 31 スイスにおける３つの地域 

ジュラ山脈地方（Jura） 中部平原地方（Plateau） アルプス山脈地方（Alps）
出所：Office fédéral de l'environnement 
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図表 32 スイスにおける国土面積及び農地面積（2014 年） 

 
スイス 日本 
面積（万

ha） 
比率（％）

面積（万

ha） 
比率（％） 

国 土 全 体 413 100 3780 100 
農 用 地 152 36.8 452 12 
耕地(除く永年作物) 40 9.8 422 11.2 
永年作物地 3 0.7 30 0.8 
永年採草・放牧地 110 26.6 - - 

出所：FAO 

 

(2) 農業生産物・貿易 

スイスにおける主な農畜産物は、てん菜、小麦、ばれいしょ、りんご、ぶどう、生乳、牛肉、豚肉、

鶏肉等である。主な輸出品は、コーヒー豆（煎）、清涼飲料水、調製食料品、チョコレート製品、チーズ

（牛）等である。EU との農産品貿易においては、多くの国との間で貿易赤字となっている。品目別に見

ると、植物性生産品、タバコ、乳製品等は純輸出国であるが、その他多くの品目で純輸入国となってい

る。 
食料自給率については、酪農が盛んなことから、動物性食品の食料自給率はほぼ 100%付近で推移し

ているが、総合自給率は 50%程度である。 
 

図表 33 スイスにおける主要な農作物の生産量（千トン） 

  2014 2015 2016 

てんさい 1,924 1,356 1,277 

小麦 551 527 387 

じゃがいも 504 389 374 

リンゴ 231 213 226 

大麦 201 198 159 

大豆 169 113 144 

ぶどう 118 108 136 

出所：FAO 

 

図表 34 スイスにおける主要な畜産物の生産量（千トン） 

  2014 2015 2016 

牛乳 4,067 4,043 3,957 

豚肉 242 241 239 

牛肉 144 142 144 

鶏肉 83 85 89 

卵 52 55 56 

生乳（山羊） 23 22 22 

生乳（羊） 6 6 6 

出所：FAO 
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図表 35 主要な輸出品目（2016 年） 
輸出 輸入 

量（千トン） 金額（百万 US ドル） 量（千トン） 金額（百万 US ドル） 

清涼飲料水 828 コーヒー豆（煎） 2,051 小麦 485 ワイン 1,071

調製食料品 160 清涼飲料水 1,894 水、氷等 411 粗製生産品 699

チョコレート製品 107 調製食料品 865 麦わら 302 調製食料品 607

ペットフード 89 チョコレート製品 802 大豆かす  276 コーヒー豆（生豆） 596

ホエイ 75 チーズ（牛） 583 清涼飲料水 271 ペストリー 407
出所：FAO 

図表 36 対 EU 農産品貿易における貿易収支（2017 年） 

 
出所：Rapport Agricole 2018 
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図表 37 農産品貿易における貿易収支（2017 年） 

 
出所：Rapport Agricole 2018 

 

図表 38 スイスにおける食料自給率の推移 

 
出所：Rapport Agricole (2017)より作成 
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3.2. 過去の農政改革 

 

(1) これまでの農政改革の展開 

スイスでは、GATT ウルグアイ・ラウンド農業交渉における例外的農業保護の放棄や欧州統合に向け

た情勢等を背景として、1990 年代前半以降農政改革が進められている。農政改革の基本的な方向性とし

て、直接支払による所得支持や、市場指向、多面的機能の強調などが挙げられるが、価格支持の廃止（2002
年）や早い時期の生乳生産調整廃止（2009 年）など、EU 以上に市場指向を徹底する面や、多面的機能

を重視する点が特徴である19。 
直近の「農業政策 2014-17」では、直接支払制度の枠組みの大きな改革が行われ、より環境面や食料安

全保障への貢献を意識した直接支払へと転換がなされた。従来の頭数支払や一般面積支払が廃止され、

新たな面積支払（供給保障支払と農業景観支払）へ置き換わることで、直接支払制度の所得支持として

の性格が薄れ、より多面的機能や食料安全保障等の側面を重視した制度へと転換されたと言える。 

図表 39 農政改革の展開 
年 農業政策 主な変更点 
1992 1999 年までの

農業政策 
（第一段階） 

生産と切り離した直接支払の導入による価格政策と所得政策の分離。 
1996 憲法改正により（現行の）連邦憲法第 104 条が追加。この条項では、農

業における持続可能で市場主義的な生産を通じて、食料供給の確保、天

然資源の保全、農村景観の維持と国土の地方分散的利用を進めること

を規定。 
1999 農業政策 2002 

（第二段階） 
価格保証と販路の保証の廃止。直接支払の条件として環境便益要件の

導入。 
2004 農業政策 2007 

（第三段階） 
2009 年までの生乳生産割当量の段階的廃止と、減量で輸入する権利を

付与する肉の輸入割当のための入札の導入。 
2007 農業政策 2011

（第四段階） 
主要農産物の輸出補助金の廃止、直接支払で市場を支援するための財

源の再配分、パン用穀物および飼料に対する関税の引き下げ。 
2014 農業政策 2014-

17 
（第五段階） 

直接支払と憲法 104 条の目的との合致性の改善、品質戦略を実施する

ための手段の整理。 

出所：Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole” 
p16 に、農業政策の対応を追加 

注：本来、農業政策 2011 の後は農業政策 2015 が立案されるはずであったが、実際には見送られ、その

間 2012 年と 2013 年については農業政策 2011 の施策と予算がほぼそのまま継続された。 
平澤 （2013）20によると、その直接的な理由は、４年毎の選挙時期との同期をずらして政策への政治的

な影響を減じることが目的であった。 

 

                                                        
19 平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（ＥＵの農業政策・制度の動向分析及び関連セミナー開催支

援）報告書 p130 
20 平澤（2013）”平成 24 年度海外農業情報調査分析事業（欧州）報告書 第 II 部 スイスの「農業政策 2011」に基づ

く政策実施状況および次期「農業政策 2014-2017」の展開方向” pⅡ-15 
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図表 40 スイスにおける農業政策の展開 

 

(2) 2014-17 の実施状況 

現在の農業政策の評価のための基準枠組みは、「農業政策 2014-2017」の教書で定められている。2016
年 5 月 18 日に公表された「2018 年から 2021 年までの農業財源に関する連邦令」の教書21によれば、こ

れらの目標は 2021 年までは依然として有効としている。 
「農業政策 2014-17」の目標値は、いくつかの分野においては順調に達成されている。農業所得や、カ

ロリー生産量は目標水準に維持され、環境関係や動物福祉プログラムへの参加が増加している22。 
一方で、いくつかの分野については改善の余地がある状況である。例えば、窒素・リン等の資源効率

をさらに改善する必要があるほか、農地面積の減少をさらに抑制する必要がある。 

図表 41 農業政策 2014-17 の目標値と達成状況 
区分 目標 2007/09 時点 2021 年の目標 現状 

経済 
労働生産性 

年間 2.1%の増加

(00/02 年～08/10 年）

年間 2.1%の増加 
(08/10～19/21 年） 

年間 1.3%の増加

(08/10～14/16 年）

資本の更新 30 年 30 年 27 年

社会的側面 部門別労働収入 年間 0.7%減少 年間 0.5%減少未満 年間 0.8%増加

供給安全性 

総生産 23,000TJ 23,300TJ 23,315TJ

純生産 20,700TJ 21,300TJ 20,399TJ

農地面積 年間 1900ha 減少
年間 1000ha 未満の減

少 
年間 1097ha 減少

天然資源/生態 

窒素収率 28% 33% 31%

リン効率 60% 68% 60%

アンモニア排出量 48,700tN 41,000tN 47,700tN

SPB 面積（平野地） 60,000ha 65,000ha 75,613ha

SPB の質 
SPB の 36％がネットワー

ク化、27％が高品質（レベ

ル２）

SPB の 50％がネットワ

ーク化、40％が高品質

（レベル２） 

SPB の 74％がネットワ

ーク化、37％が高品質

（レベル２）

農村景観 高山圏の農地面積 1,400ha 減少
森林成長による農地面

積損失を 20%削減 
N/A

動物福祉 SRPA 参加率 72% 80% 76%

出所： Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole” 
pp.16-17 
注：SPB: 生物多様性推進地域、SRPA：動物を定期的に屋外に出すことに対する直接支払 

 
 

                                                        
21 16.038 Message concernant un arrêté fédéral sur les moyens financiers destinés à l’agriculture pour les années 
2018 à 2021 du 18 mai 2016 
22 Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole” p4 
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3.3. 「農業政策 2018-21」の具体的内容 

(1) 概要 

「農業政策 2018-2021」では大きな政策枠組みの転換は行われず、「農業政策 2014-17」をほぼそのま

ま継続することとなっている。スイス連邦参事会は、2018-2021 年については「農業政策 2014-2017」の

法令を基礎とすることとし、議会に「農業政策 2018-2021」の教書を提出せず、代わりに農業財政枠のみ

の教書を提出した23。 
2017 年 3 月、議会は「農業政策 2018-2021」の農業財政枠を採択した24。3 つの財政枠の合計金額は、

2014-17 年より 1.7%少ない。これは主に 2017-2019 年の安定化計画の枠組みで決定された「生産拠点と

社会措置の改善」に含まれる投資援助削減によるもので、市場支援（生産と販売）と直接支払に関して

は、財政枠は 2014-2017 年の水準にとどまった。 
 

図表 42 農業政策 2018-21 における財政枠 

財政枠 
農業政策 
2014-2017 

（百万フラン）

農業政策 
2018-2021 

（百万フラン）
差分 

生産基盤改善・社会施策 798 563 -235 -29.5% 

市場支援（生産と販売） 1,776 1,747 9 0.5% 

直接支払 11,256 11,250 -6 -0.1% 

合計 13,830 13,560 -232 -1.7% 

出所：連邦農業庁ウェブサイト<https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/agrarpolitik/ap-18-21.html> 

 

(2) 直接支払 

① 枠組み 

スイスでは、農業の多面的機能の役割が国民から広く支持されてきたことを背景として、直接支払中

心の農業政策が推進されており、農業純所得（3,073 百万フラン（2016 年））に占める直接支払の割合は

90%以上に上る 23。 
2014 年以降の農業政策における直接支払の大枠としては、「耕作景観支払」、「供給保障支払」、「生物

多様性支払」、「景観の質への支払」、「生産体系支払」、「資源効率支払」、「移行支払」があるが、「農業政

策 2018-21」の財政枠においても大区分に変更はなく、2018 年以降も現行の直接支払が継続される。こ

のうち、移行支払は、2014 年に直接支払の枠組みの転換を図ったことによる影響緩和のための支払であ

り、毎年額が削減される予定である。 

                                                        
23 「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（ＥＵの農業政策・制度の動向分析及び関連セミナー開催

支援）報告書」 
24 Conseil federal (2017)  “Arrêté federal sur les moyens financiers destinés à l’agriculture pour les années 2018 à 
2021” 
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図表 43 農業政策 2018-21 における財政枠（直接支払分） 

注：2016 年時点の教書における財政枠予定であり、その後直接支払に割り当てられる財政枠は増加した

ため、実際の配分額とは異なる。

出所：Conseil federal (2016) “Message concernant un arrêté fédéral sur les moyens financiers destinés à 
l’agriculture pour les années 2018 à 2021” を基に作成 

図表 44 スイスにおける直接支払の構造 

出所：連邦農業庁ウェブサイト

<https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen.html>を基に作成。和訳は「平成２

９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（ＥＵの農業政策・制度の動向分析及び関連セミナー

開催支援）報告書」p131 による。 

直接支払の詳細を定めた「直接支払令」は頻繁に改定されており、支払区分や受給要件、受給額等が

変更されている。2017 年には「資源効率支払」の新しい支払区分として「農薬散布機の洗浄機能導入に

対する支払」「養豚における窒素飼料削減への支払」「特定化学製品の使用削減への支払」が新設された。

これらの直接支払は 2018 年から支給が開始されている。 
また、2018 年には「資源効率支払」に「除草剤を使用しない生産への支払」を新設されており、2019

年より支払が開始されている。「資源効率支払」は新技術の普及を目的として期限付きで支払が行われ

ることから、今後も区分に増減が予測される。
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各種直接支払の概要は以下に示す通りである。 

図表 45 直接支払の種類と概要 
大区分 小区分 概要 

農業景観支払 

開放景観維持支払 
 条件不利な地帯で農地の開けた景観を維持するための面積支払。丘陵・

山岳地帯の農地が対象 

傾斜地支払 
 傾斜のある農地への面積払い。傾斜率に応じて単価が変わり、農場内で

傾斜のある部分のみが対象 

急傾斜地支払 
 急傾斜地（傾斜率 35％以上）が農場の農地の 30％以上を占める場合の追

加的な面積支払 

ワインブドウ傾斜地支払  ワインブドウを栽培する傾斜地、階段耕作地（段々畑）に対する面積支払。

高山放牧地支払  高山放牧地で通年経営する農場に対して支払われる。 

夏季山岳放牧支払 
 草食家畜の夏季山岳放牧に対して、その経営と当該放牧地を維持するた

めに支払われる 

供給保障支払 

基礎支払 
 食料生産能力の保全を期待して支払われ、ほとんどの農地が受給対象と

なっている。 

生産条件不利支払  丘陵・山岳地帯に対する追加の面積支払。 

畑作地・永年作物支払 
 畑作地・永年作物作付地への追加面積払い。生産熱量が大きく、供給保

障のために優遇される。 

生物多様性支払 

生物多様性の質に対する

支払 
 生物種と自然生息地の多様性を促進するために各種の生物多様性促進

用地に対して支払われる 

ネットワーク支払  州のネットワーク要件を満たした生物多様性促進用地に対して支払われる

景観の質に対す

る支払 
- 

 景観にかかる地域のニーズや文化的価値を考慮した新型の直接支払。内

容・単価は州が定める。 

生産方式支払 

有機農業支払  当該農場全体が有機農業令の規定に従っている場合に支払われる。 

粗放生産支払（穀物、ヒマ

ワリ、豆類、菜種） 
 穀物、ヒマワリ、豆類、菜種の粗放的な生産に対する面積支払（農薬使用

の削減を奨励） 

牧草による牛乳・食肉生産

への支払 
 飼料の大部分を草地に依存した環境親和的な牛乳・食肉生産に対する支

払 

動物福祉支払 
 所定の種類の家畜すべてが規定を上回る高度な動物福祉の要件を満た

す農場に対する支払 

資源効率支払 

肥料排出を削減する散布

技術に対する支払 
 大気中へのアンモニア排出を削減できる肥料散布技術の利用に対する面

積支払 

土壌保全的な耕起法に対

する支払 
 不耕起播種など土壌への影響の少ない所定の耕作方法の利用に対する

面積支払 

農薬の精密施用技術の利

用に対する支払 
 所定の条件を満たす農薬散布機の取得に対する支払 

農薬散布機の洗浄機能導

入に対する支払
※1

 
 農薬散布機による水質汚染を防ぐために設計された内蔵式洗浄機能の導

入に対する支払 

養豚における窒素飼料削

減への支払
※1

 
 低窒素飼料を用いて給餌を行い、蛋白質節約と窒素廃棄物削減に寄与す

る養豚への支払 

特定化学製品の使用削減

への支払
※1

 
 除草剤等の使用を控えた果樹、ブドウ栽培、てんさい栽培の生産に対する

面積支払 

除草剤を使用しない生産

への支払
※2

 
 除草剤を使用しない農業生産に対する支払 

移行支払 - 
 2013 年以前における所得支持政策からの移行措置。2021 年まで継続され

る見込みで、毎年額は削減。 

出所：OFAG (2018) “Consultation Train d’ordonnances agricoles 2018”および OFAG (2018) “Paiements 
directs aux exploitations suisses à l’année”より作成 
注：※1 は 2017 年に新設され、2018 年から開始。※2 は 2019 年 1 月より施行。 
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以下、順に個別の直接支払の受給条件、受給額を整理する。 
 

② 受給の基礎的要件25 

1) 経営者 

 経営者はスイス国籍を持ち、自分の農場を自らの責任で管理する農家でなくてはならず、連邦の認

可を受けた農業職業訓練の第一段階ないしそれに相当する訓練を経ている必要がある。 

 スイスに本部を持つ法人、州および基礎自治体は、生物多様性支払と景観の質に対する支払を受け

ることが可能である。 

 「 大家畜飼育数に関する規則」（RS 916.344）で設定された限度を超えた家畜数を保有する事業者

は、直接支払を受けられない。ただし有限会社（Société à responsabilité limitée: SARL）および株式会

社（Société anonyme: SA）には例外的な規定が設けられている。 

 直接支払は応募に応じて割り当てられる。直接支払の応募は、1 月 15 日から 3 月 15 日までの間に、

個人の場合は自宅の所在する州の指定機関に、法人の場合は法人が設立されている所在する州の指

定機関に対して行う必要がある。  

 「生物多様性支払」、「生産方式支払」、「資源効率支払」への申請は、支払年の 8 月 31 日までに提出

する必要がある。 

 保育園として開発された土地や、森林保育や観賞用の植物、クリスマスツリー、麻（chanvre）、温室

に使用される土地を除き、農用地は直接支払の対象となり得る。 

 伝統的に国境地域で利用している土地については、「供給保障支払」の「基礎支払」と「畑作地・永

年作物支払」にのみ受給資格がある。 EU から直接支払が行われた場合は、それに応じて支払額が

減額される。 

2) PER（環境サービス要件） 

 動物保護令の遵守 

 肥料収支の均衡（窒素およびリン肥料の誤差は 10％以内とする） 

 生物多様性促進地域を農用地の 7％確保する。（特別作物の場合は農用地の 3.5％） 

 自然・景観保護法による指定区域での規定を順守する 

 3 ヘクタール以上の農場では定期的な輪作を実施する。 

 適切な土壌保全。8 月 31 日以前の収穫後はインタークロップ、緑肥、または秋作物により土壌を被

覆する。また土壌の侵食を防止する。 

 農薬の目的を絞った選択と使用。発芽前除草剤、顆粒剤および殺虫剤の使用制限。穀類作物に発芽

前除草剤を使用する場合には未散布も残すこと。少なくとも 4 年ごとに散布試験を実施。 

                                                        
25 本項は 2018 年 10 月時点の直接支払令(Ordonnance sur les paiements directs versés dans 
l’agriculture(Ordonnance sur les paiements directs, OPD))および連邦農業庁ウェブサイトの内容によった。なお和訳

は平澤（2017）「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（ＥＵの農業政策・制度の動向分析及び関連

セミナー開催支援）報告書」を参考とした。 
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3) 労働力に関する条件 

 農場の 低規模要件は 0.20 標準労働力単位（UMOS）。 

 農業経営者は、65 歳未満でなくてはならない。 

 1 標準労働力当たりの直接支払の上限額は 7 万フラン。ただしネットワーク支払、景観の質に対す

る支払、資源効率支払、移行支払はこの上限額に含まれない。 

 労働力の 50％は、農家内の労働者（家族労働および雇用労働）を使用する必要がある。 

 水、環境、自然及び景観の保護に関する法律が順守されなかった場合には、直接支払は削減又は支

給停止される。 

 

③ 各種直接支払金額・受給条件26 

1) 農業景観支払 

 農業景観支払は、条件不利地域における直接支払のほか、高山放牧地を対象とした支払が設けられ

ており、供給保障支払と併せて現行の直接支払制度における基礎をなす支払区分である。 
各支払区分の支払単価および受給条件等は以下に示す通りである。なお、急傾斜地支払は急傾斜地（傾

斜率 35%以上）が占める面積割合に応じて、支払単価が連続的に変化するようになっており、支払単価

は以下の式で決定される。 
 

面積単価 ＝ 100 ＋ （900／70）×（急傾斜地の割合－ 30％） 

                                                        
26 本項は 2018 年 10 月時点の直接支払令(Ordonnance sur les paiements directs versés dans 
l’agriculture(Ordonnance sur les paiements directs, OPD))および連邦農業庁ウェブサイトの内容によった。なお和訳

は平澤（2017）「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（ＥＵの農業政策・制度の動向分析及び関連

セミナー開催支援）報告書」を参考とした。 
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図表 46 農業景観支払の単価および受給条件等 
支払の
種類 

支払区分 金額 単位 条件・概要等 

開放景
観維持
支払 

丘陵 100 

フラン／
ha 

・開放景観維持支払は、地帯区分ごとに支払金額が異なる。  
・平原地帯、生垣、雑木林（bosquets champêtres）と木の生えた土手
（berges boisées）は対象外。 
・森林拡大防止のために土地を利用する必要がある。 

山岳 I 230 
山岳Ⅱ 320 
山岳Ⅲ 380 
山岳Ⅳ 390 

傾斜地
支払 

傾斜率 18～35％ 410 

フラン／
ha 

・1 区画の最低面積は 1a 
·農場あたりの最低所要面積は 50a 
・永年放牧地、ワインブドウ区域、生垣、雑木林（bosquets champêtres）
と木の生えた土手（berges boisées）は対象外 

傾斜率 35%超～
50％ 

700 

傾斜率 50％超 1,000 

急傾斜
地支払 

急傾斜地面積が
30% 

100 
フラン／
ha 

・急傾斜地（傾斜率 35%以上）の面積が 30％未満の場合支払われな
い。 
・永年放牧地、ワインブドウ区域、生垣、雑木林（bosquets champêtres）
と木の生えた土手（berges boisées）は対象外 

急傾斜地面積が
100% 

1,000 

ワインブ
ドウ傾斜
地支払 

傾斜率 30~50% 1,500 

フラン／
ha 

・1 区画の最低面積は 1a 
·農場あたりの最低所要面積は 10a 
·階段耕作地の場合は総面積が 1ha 以上必要 
・擁壁の高さは 1m 以上、間隔は最大 30m で、コンクリート壁以外の
一般的な材質を用いる必要あり。 

傾斜率 50%超 3,000 

傾斜率 30％超の
自然地形の上に作
られた階段耕作地

5,000 

高山放
牧地支
払 

  370 
フラン
/PN 

・夏季放牧農場（exploitations d’estivage）および国境地域の認定を受
けた夏季共有放牧地が支払対象。 
・乳牛 1 頭に相当する家畜（UGBFG）を 100 日間放牧するのに必要な
高山放牧地である PN（pâquier normal）を単位として支払われる 
・水牛と鹿は対象外 

夏季山
岳放牧
支払 

乳牛または搾乳用
の羊・山羊への追
加支払27 

40 

フラン
/PN 

・夏季放牧農場（exploitations d’estivage）および国境地域の認定を受
けた夏季共有放牧地が支払対象。 
・または UGBFG を 100 日間放牧するのに必要な高山放牧地である
PN（pâquier normal）を単位として支払われる 
・水牛と鹿は対象外 
・乳牛または搾乳用の羊・山羊への支払は 56～100 日間の伝統的な
夏季山岳放牧が対象 

粗飼料を食べるそ
の他の家畜 

400 

非搾乳用の羊。羊
番による常時監
視、または群れの
保護を伴う輪換放
牧 

400 

非搾乳用の羊。輪
換放牧 

320 

非搾乳用の羊。そ
の他の放牧 

120 

出所：OFAG (2018) “Aperçu : Paiements directs aux exploitations suisses à l’année”、OFAG（2018）
“Aperçu : Paiements directs versés aux exploitations d’estivage et de pâturages communautaires” およ

び連邦農業庁ウェブサイトより作成 

2) 供給保障支払 

供給保障支払は、食料生産能力の維持により国民を支えることを意図している。生産能力を維持する

ことを目的とした基本的な支払に加えて、生産条件不利支払と畑作地・永年作物支払が設けられている。 
各支払区分の支払単価および受給条件等は以下に示す通りである。 

 

                                                        
27 2018 年までは UGB 単位で支払が行われていたが、2019 年からは PN 単位での支払へと改められた。 
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図表 47 供給保障支払の単価および受給条件等 
支払の種
類 

支払区分 金額 単位 条件・概要等 

基礎支払 

一般農地 900

フラン
／ha

・永年草地については最低限の家畜負荷が条件として課され
る。最低限の家畜負荷は地帯別に定められており、条件不利
な地帯ほど値が低く設定されている。 
・食料としての利用を目的としていない作物の作付地は対象外
・生物多様性促進用地の場合、永年草地の最低家畜負荷基準
は通常の 30％が適用される。 
・要件を満たす農場規模が 60ha 以上となると支払単価は減少
し、140ha を超えた分については支払対象外となる。 

生物多様性促進用地（SPB）
のうち永年草地 

450

生産条件
不利支払 

丘陵 240

フラン
／ha

・地帯区分ごとに支払金額が異なる。  
・基礎支払と同様に最低限の家畜負荷が条件として支払われ
る 

山岳 I 300

山岳Ⅱ 320

山岳Ⅲ 340

山岳Ⅳ 360

畑作地・
永年作物
支払 

  400
フラン
/ha 

・食料としての利用を目的としていない作物の作付地は対象外

出所：OFAG (2017) “Aperçu : Paiements directs aux exploitations suisses à l’année”および連邦農業庁ウ

ェブサイトより作成 

 

3) 生物多様性支払 

 生物多様性の保全や自然の生息地の維持を促進することを目的とした支払である。生物多様性の質

に対する支払と、ネットワーク支払が設けられている。生物多様性の質に対する支払は、連邦が全額費

用を負担するが、ネットワーク支払については、連邦は 大額の 90％を負担し、残りの費用は州、基礎

自治体、または民間事業者から提供されることとなっている。 
ネットワーク支払は、州のネットワーキング要件を満たす生物多様性促進地に支払われる。生物多様

性への支払は２段階で支払われ、より高い条件を満たすと第２段階の支払まで受給可能となっている。 
各支払区分の支払単価および受給条件等は以下に示す通りである。 
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図表 48 生物多様性支払の単価および受給条件等 

支払の種類 支払の区分 単位 

生物多様性の質に
対する支払 ネットワーク支

払 
第一 第二 

粗放的採草地 

平原 

フラン
/ha 

1,080 1,920 1,000

丘陵 860 1,840 1,000

山岳ⅠⅡ 500 1,700 1,000

山岳ⅢⅣ 450 1,100 1,000

粗放的な採草に用いられる湿地 

平原 1,440 2,060 1,000

丘陵 1,220 1,980 1,000

山岳ⅠⅡ 860 1,840 1,000

山岳ⅢⅣ 680 1,770 1,000

非集約的採草地 
平原、丘陵、山岳ⅠⅡ 450 1,200 1,000

山岳ⅢⅣ 450 1,000 1,000

粗放的放牧地/木のある放牧地   450 700 500

水路沿いの採草地 450   1,000

生垣・雑木林（bosquets champêtres）・木の生えた土
手（berges boisées） 

  
2,160 

2,840 1,000

野生種の花を播種した休閑地（jachères florales）   3,800   1,000

輪作休閑地   3,300   1,000

農地における多年生植物境界（ourlet）   3,300   1,000

粗放的耕作による作物境界線   2,300   1,000

授粉媒介者およびその他の有用生物のために花
を播種した地片 

  2,500 
    

自然の生物多様性を有するワインブドウ作付地     1,100 1,000

幹を高く仕立てた果樹   
フラン/

木 

13.5 31.5 5

胡桃の木   13.5 16.5 5

敷地内に適合した国内種の樹木       5

地域特有の生物多様性促進地   フラン
/ha 

    1,000

出所：OFAG (2017) “Aperçu : Paiements directs aux exploitations suisses à l’année”および連邦農業庁ウ

ェブサイトより作成 

 

4) 景観の質に対する支払 

景観の質に対する支払は、景観の広がりや生物生息地の多様性（ネットワーキングへの貢献）の維持

だけでなく、森林の維持や山地での畑作など、景観に関わる地域のニーズや文化的価値を考慮に入れる

ことを目的とした直接支払である。 
景観の質に対する支払は、多様な耕地景観の保存、促進、開発のためのプロジェクトを実施した農家

に与えられる。支払額は、州ごとに設定され、一つのプロジェクトあたり連邦政府から以下の金額の

大 90％が補助される。 
 360 フラン/ ha 
 240 フラン/PN 
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5) 生産方式に対する支払 

望ましい生産方式を促進するための直接支払である。有機農業支払と、粗放生産支払、牧草による牛

乳・食肉生産、動物福祉に関する支払が設けられている。 
動物福祉に関する支払は、所定の種類の家畜すべてが動物福祉の要件を満たす農場に対する支払であ

り、家畜ごとに定められた大家畜単位（UGB）に基づき支払われる。動物にとりわけ配慮した厩舎シス

テムに対する支払（SST）と、動物を定期的に屋外に出すことに対する支払（SRPA）に分かれており、

それぞれ家畜の種類に応じて支払額が異なっている。 
各支払区分の支払単価および受給条件等は以下に示す通りである。 
 

図表 49 生産方式に対する支払の単価および受給条件等 

支払の種類 支払区分 金額 単位 条件・概要等 

有機農業支払 

特別作物 
（ブドウ、ホップ、果物、ベ
リー、野菜、タバコ、薬
用・香料用植物、キノコ） 

1,600
フラン
／ha

・当該農場全体が有機農業令の規定に従うこと 

それ以外の畑作地 1,200

それ以外の対象農地 200

粗放生産支払   400
フラン
／ha

・穀物、ヒマワリ、豆類、菜種の粗放的な生産に対する面積支
払 
・各種薬品（成長調整剤、殺菌剤、自然防御能に対する化学
合成促進剤、殺虫剤）を使用しないこと 
・種実が熟してから収穫を行うこと 

牧草による牛
乳・食肉生産へ
の支払 

  200
フラン
／ha

・農場における粗飼料食家畜の年間飼料消費のうち、所定の
基礎的飼料が乾物換算で 90％以上を占めることと、そのうち
採草地と放牧地由来の飼料が一定（平原で乾物の 75％、山
地で乾物の 85％）以上の割合を占めること 
・最低限の家畜負荷が条件として課される 

出所：OFAG (2017) “Aperçu : Paiements directs aux exploitations suisses à l’année”および連邦農業庁ウ

ェブサイトより作成 
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図表 50 動物福祉に関する支払の単価 

 
出所：OFAG (2017) “Aperçu : Paiements directs aux exploitations suisses à l’année” 

 

6) 資源効率支払 

資源効率支払は、新たな技術導入などを促進する目的で時限的に設けられている直接支払制度である。

2018 年には「資源効率支払」に「除草剤を使用しない生産への支払」を新設することが決定した。 
「土壌保全的な耕起法に対する支払」および「農薬の精密施用技術の利用に対する支払」については、

当初 2019 年までの実施を予定していたが、2018 年の直接支払令改正により、2021 年まで延長されるこ

とが決まった。また、「土壌保全的な耕起法に対する支払」の「除草剤不使用による加算」の支払額は、

400 フラン/ha から 200 フラン/ha に減額されている。 
各支払区分の支払単価および受給条件等は以下に示す通りである。 
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図表 51 資源効率支払の単価および受給条件等 
支払の種類 支払区分 金額 単位 条件・概要等 
排出を削減する
散布技術に対
する支払 

  30
フラン
／ha

・特定の種類の散布機や注入機の使用等が対象 
・同じ土地について年 4 回まで（冬季の 11 月 15 日から
2 月 15 日を除く）の施用が支払対象 

土壌保全的な
耕起法に対する
支払 

不耕起 250
フラン
／ha

・適切な輪作や品種の選定、圃場の残渣除去が必要 
・耕起や除草剤の施用に対する制限あり 

部分耕起 200
浅耕 150
除草剤不使用による加算 200

農薬の精密施
用技術の利用
に対する支払 

農薬散布のための付加的
装置 

取得費用
の 75%

-  

・特定の農薬散布機の取得にのみ補助 
・農薬散布のための付加的装置への最大補助額は 170
フラン 
・ 水平方向に調整可能な散布機は最大 6,000 フランの
補助、その他の補助対象散布機への最大補助額は
10,000 フラン 

多年生作物に使用される散
布機 

取得費用
の 25%

農薬散布機の
洗浄機能導入
に対する支払 

  
取得費用

の 50%
-  

・農薬散布機による水質汚染を防ぐために設計された内
蔵式洗浄機能の導入に対する支払である。 
・補助上限額は 2,000 フラン 

養豚における窒
素飼料削減へ
の支払 

   35
フラン
／
UGB 

・窒素量の少ない飼料を用いて給餌を行い、蛋白質節約
と窒素排出量に寄与する養豚への支払 

特定化学製品
の使用削減へ

の支払 

果樹園の除草剤の削減（部
分的不使用） 

200

フラン
／ha

・果樹栽培、ブドウ栽培、てんさい栽培の生産において、
2017 年に公表された特定の化学製品（特定の危険性を
伴う可能性のある除草剤、殺虫剤またはダニ駆除剤等）
の使用を控えることに対する面積支払 

果樹園の除草剤の削減（完
全不使用） 

600

果樹園の殺菌剤の削減 200
ブドウ農園の除草剤の削減
（部分的不使用） 

200

ブドウ農園の除草剤の削減
（完全不使用） 

600

ブドウ農園の殺菌剤の削減
（部分的不使用） 

200

ブドウ農園の殺菌剤の削減
（完全不使用） 

300

てんさい農地の除草剤の削
減（４葉期からの機械除草） 

200

てんさい農地の除草剤の削
減（播種からの機械除草） 

400

てんさい農地の除草剤の削
減（除草剤の完全不使用） 

800

てんさい農地の殺虫剤と殺
菌剤の削減 

400

除草剤を使用し
ない生産への支

払 
 250

フラン
／ha

・生物多様性促進用地は対象外 
・主な作物がてんさいの場合は対象外 
・有機農業への直接支払対象となる農地は対象外 

出所：OFAG (2018) “Aperçu : Paiements directs aux exploitations suisses à l’année”および連邦農業庁ウ

ェブサイトより作成 
注：「除草剤を使用しない生産への支払」は 2019 年 1 月より施行 
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図表 52 資源効率支払の実施スケジュール 

 
出所：OFAG (2018) “Aperçu : Paiements directs aux exploitations suisses à l’année”、連邦農業庁ウェブ

サイトおよび直接支払令（最終改訂 2019 年 1 月）より作成 

7) 移行支払 

 移行支払は、2014 年に直接支払の枠組みが刷新されたことを背景に、2013 年以前における所得支

持政策からの移行措置として設けられている。支払は 2021 年まで継続される見込みである。 
受給額は、2013 年以前の直接支払制度（所得支持）から新制度における農業景観支払と供給保障支払

を差し引いた金額に、年ごとに設定される係数をかけて算出される。 

 図表 53 移行支払の係数 
 係数 

 2014 0.4724 
 2015 0.2796 
 2016 0.2619 
 2017 0.2116 
 2018 0.1918

出所：OFAG (2018) “Aperçu : Paiements directs aux exploitations suisses à l’année”  

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
排出を削減する散布技術に対する⽀払
⼟壌保全的な耕起法に対する⽀払 ⇒ 延⻑
農薬の精密施⽤技術の利⽤に対する⽀払 ⇒ 延⻑
農薬散布機の洗浄機能導⼊に対する⽀払
養豚における窒素飼料削減への⽀払
特定化学製品の使⽤削減への⽀払
除草剤を使⽤しない⽣産への⽀払
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(3) 直接支払の運用実態 

① モニタリングや運用面について 

 
農業政策の実施に係る連邦および州政府の役割分担としては、基本的に連邦が方針を定め州がその実

行を担っている。具体的には、連邦が農業関連法や農業政策の立案やそれに伴う調査を行っており、そ

れに基づいて州政府が農業者に対する研修や各種の支援および管理を行う。一部細かな対応が要求され

る管理業務に関しては基礎自治体（コミュニティ/ゲマインデ）が州政府と農業者の間に入るが、基本的

に政策実行の責任は州が引き受ける。 
 

図表 54 農業政策の実施に係るおよび州政府の役割分担 

 
出所：グラウビュンデン州政府提供資料 

 
直接支払制度の実施についても同様に州政府が担う。スイスでは、複雑な直接支払制度が適切に機能

しており、複数の直接支払がバランスよく活用されているが、制度の運用面では州政府が大きな役割を

担っている。州政府は、区画番号を有する各農場区域について、基礎自治体ごとに、経営者の名前、支

払対象となる地域の範囲および支払の種類を示すリストを作成する。州は、このリストが確実に更新さ

れるように管理することとなっている28。また、各州では、連邦農業庁が傾斜に関する電子データセッ

トの作成、定期的更新を行い、それに基づいて各州が農場の傾斜面積の計算などは行うこととなってい

る29。 
直接支払制度の実施に係る細かな運用方法についても各州が決定する。ただし運用方法に関して州レ

ベルの条例等の規定があるわけではなく、基本的には直接支払令に記載された内容に基づく。原則とし

ては州がモニタリングを担うが、州政府が直接行う場合のほか、州政府から農業団体に委託されている

場合がある。例えば、ベルン州ではモニタリングを委託せず州自ら実施しているが、ザンクトガレン州

など一部の州では農業団体に委託されている。委託を行う場合、その組織は独立して活動するため、利

益相反の可能性については問題ないとされる30。農業団体等への委託の利点としては、取引費用の節減

と細かな情報収集に繋がることがあると考えられる。 
 

                                                        
28 直接支払令（OPD）43 条 5 項 
29 直接支払令（OPD）43 条 4 項 
30 現地州政府ヒアリング 

農業経営体

連邦 農業政策

州

法律

販売促進

資金

調査

実行

上段の管理

資金 検査 研修

基礎自治体 検査

要求
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図表 55 直接支払の管理・モニタリングの役割分担 

 
 
 
グラウビュンデン州では、州の農業局から与えられる資格を保有する 18 人の農業者が、管理・モニ

タリングを行っている。居住している地域と異なる地域の農家のモニタリングを行うことで、利益相

反が起こらないようにしている。 
 
 
また、農家が直接支払の申請等を行う際、基礎自治体が支援を行っている31。支援の具体的内容とし

ては、各農家からの申請に関する電話での問い合わせに対応することなどである。州政府では、連絡担

当者を各基礎自治体に配置しており、連絡担当者が答えられない質問が州政府には寄せられる。農家へ

の支援は、農業学校の普及員などが兼業的に行っている場合もある。直接支払令には、基礎自治体の役

割については明確に記載されていないことから、各州政府の責任のもとで基礎自治体に業務が切り分け

られ、直接支払の実際の運用を助けているとみられる。そのため、基礎自治体が担う役割は州ごとに多

少の差異があると考えられる。 
 
2018 年夏に欧州を襲った熱波により多くの農家が影響を受けていることから、スイス連邦政府では、

輸入家畜飼料の関税削減や、農家への無利子のローン提供などの対応を行っているほか、スイス内の多

くの州が直接支払の要件を緩和している32。このように、各州の裁量によって柔軟な対応が可能な直接

支払の運用体制になっている。 
 

② 政策転換時の情報伝達や対応について 

政策変更時の情報伝達は州政府の役割である。新たな政策が施行される際は、主に各州による農業普

及事業や、各州の農業学校、農業職業訓練制度等を通じて情報伝達が行われる。そのほか、州から各農

業者へのメール配布や、インターネット上でも情報を提供するほか、新聞でも情報伝達する。 
直接支払等の政策変更時には、各州農業学校の普及員が農家に対して変更事項に関するグループ研修

を行っている。グループ研修の際には、政策変更時の義務が教えられ、申請可能な直接支払について教

                                                        
31 現地州政府ヒアリング 
32 IEG Policy “Switzerland latest country to provide aid to struggling farmers” 07 Aug 2018 

連邦農業庁

州政府

農家

 農業政策の設計
 既存施策との調整
 直接支払い額の負担（90～100%）
 直接支払い予算の州への配分

 直接支払いにおける金額の計算、支払い
の実施

 連邦の情報システムへのデータの集約
 直接支払い額の負担（0～10%）

 直接支払いの申請

 州の情報システムへのデータ入力（面積、
家畜数、作物等）

 各種支払いの要件に合致する農業の実施

管理

管理
認定の

管理組織
管理

委託
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えられる（ただし強制的に申請させることない）。基本的には州政府経由で情報伝達が行われ、民間のコ

ンサルティング会社等が間に入り政策変更に関する情報提供を行う例は少ない33。そのほか、政策の実

施に際しては、農業組織も広く活躍している。たとえば、各地方に配置されたスイス農民連盟の支所か

ら新たな政策に対する情報提供が行われている。 
スイスでは、直接支払の受給要件として職業訓練農業学校で教育を受けていること（もしくはそれに

相当する資格を有していること）が求められる。そのため、農業学校で構築された農家同士の横のつな

がりが強く、新たな直接支払等の制度が施行される際も、どの直接支払に申請を行うか等の相談がなさ

れ、情報交換が活発に行われる。これにより、政策の大幅な変更が行われた際にも、スムーズな移行が

実現できていると考えられる。 
実際に 2014 年の制度移行時は、農家による新制度の利用は予想よりも早く進んだとのことである。

連邦では、農家が従前の直接支払制度における区分と近い直接支払区分へ移行するだろうと予測してい

たが、実際にほぼ予測通りとなったようである34。 
一方で、政策の転換時は州政府に対して大きな負荷がかかっているとみられる。直接支払等の農業政

策の確実な実施は、州政府にその義務と責任があることから、その情報を各農家に伝達することが州政

府としては負担となっている。 
 
州としては、農政改革のたびに政策に合わせ運用を変えるため労力を要する。特に、2022 年以降は

州単位の裁量で実施する直接支払が一つの大きなカテゴリにまとめられ、懸念事項である。 
出所：州政府ヒアリング 
 

③ 直接支払額決定のための情報システムについて 

スイスでは、各農家が直接支払に関連するデータを入力する際や、政府が直接支払額を決定する際に

利用するための情報システムがインフラとして整備されている。 
農業に関連する情報システムとしては、様々な種類のデータベースやアプリケーションが存在してい

るが、一般農家や政府が利用しやすいよう、複数のシステムを一括して利用および参照するためのゲー

トウェイとして、Agate（英：エーゲイト、独：アーガーテ）と呼ばれるポータルサイトが用意されてい

る。Agate を通じて農業者はデータの入力や利用が可能である。例えば生乳生産量・品質や、家畜の位

置（履歴）を閲覧可能である。Agate へのアクセス権は、農家や政府にのみ付与されている。 
農業者は Agate を通じた各種システムを利用し、以下に示すような作業を行う。 

 州のシステムに直接支払の申請を行う。 
 肥料、堆肥などの供給や移動を HODUFLU で管理する。 
 動物売買データベース（BDTA）で家畜の取引に関する情報を伝達する。 

HODUFLU35は、農場の肥料の流れを簡単かつ調和のとれた形で管理できる Web アプリケーションで

ある。農場レベルおよび州間での農場の肥料の輸送の透明な表現が可能で、 
肥料等のすべての配達は HODUFLU に入力され、HODUFLU で入力および確認された出荷伝票は、

PER 要件の充足を判断する際にも考慮される。  

                                                        
33 現地ヒアリング 
34 現地ヒアリング 
35 https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/agate/hoduflu.html 
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図表 56 各種データベースとデータ利用の流れ 

 
出所：連邦農業庁ウェブサイト<https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement.html> 

 
直接支払の申請や関連するデータの入力は、農家が州のシステムにて行う。職業訓練農業学校で、情

報システムへのデータの入力方法についても教わっていることから、農業者はシステムの利用・入力方

法を把握している。また、現在はデータの入力や GIS の使用方法に関するチュートリアル動画がウェブ

上で公開されており、農業者はこれを参考にできる。PC の利用に不慣れな農業者は、データ入力を友人

や家族に任せるケースも多い36。 
データの入力は農業者にとって負担となるが、直接支払が受給できるため、農業者は忘れずに入力し

ている。基本的にデータ入力は電子システム上で行われるが、紙を用いた申請も認められている37。た

だし、紙を使用する場合には電子システムを使わない理由を記載しなければならず、連邦としては極力

電子化を極力進めたい意向がうかがえる。 
 
州の農業情報システムは、各州が個別に用意しているわけではなく、コスト削減のため複数の州が共

同で同じシステムを利用している。26 州全体で 5 つのシステムが利用されている。 
 

                                                        
36 現地ヒアリング 
37 https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement.html 
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図表 57 州別に利用されているデータベース 

 
出所：連邦農業庁ウェブサイト

<https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/agate.html> 

 
州のシステムによって、直接支払額の計算に必要となる傾斜角度や面積などのデータも GIS 上で整備

されており、複数のレイヤーをシステム上で重ね合わせて各農家の受給金額は算出される。これにより、

農業者は自分の農場のどの区分がどの支払を受給できるか把握可能となっている。傾斜角度は、上空か

らの写真と地上からの情報を組み合わせて土地の断面図が作られて計測され、直接支払の傾斜地支払に

対応する 3 分類（18%～30%、30%～50%、50%以上）に大きく分かれてデータが整理されている。 

図表 58 スイス国内の傾斜度 

 
出所：連邦農業庁ウェブサイト

<https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/geografisches-informationssystem-
gis/download-geodaten.html>  
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直接支払令（OPD）114 条には、「連邦農業庁は、農場当りの直接支払額を計算するための Web アプリ

ケーションを提供する」とあり、直接支払の規定上は、連邦農業局が各種のデータを管理して州に提供

することとなっているが、地理情報システムへ登録する各種データの収集については連邦と州が役割分

担により整備している。データの収集や登録に関する詳細な取り決めは、農業情報システム令

（919.117.71 OSIAgr）にて明記されている。 
具体的には、利用農地の内容（利用面積、階段状農地の葡萄、生物多様性促進用地、夏季放牧地など）

については州が毎年取得して州の地理情報システムに入力し、12月31日までに連邦農業庁に転送する。

ただし取得は農業者、自治体、適当な団体に委嘱できる。農地の境界、傾斜地、農業法の実施に必要な

その他の地理情報（気候、土壌、産地呼称、浸食リスク、その他）については連邦が定期的に取得する

こととなっている。 
 
直接支払令（OPD 910.13）113 条：地理データの入力 
州は、地理情報令（RS 510.620）の施行日から 2017 年 6 月 1 日までに、州の地理情報システムに、農場

ごとの直接支払額を計算する目的で、その面積と用途、その他の必要事項を登録する。 
 
農業法（910.1 LAgr） 
165e 条：地理情報システム 
1. 連邦農業庁は、同法で規定される連邦および州の業務実施の支援を目的として地理情報システムを管

理する。 
2. 情報システムには、農地や土地利用に関するデータ、および空間参照を使用して業務を実行するため

のその他のデータが含まれる。 
3. データへのアクセスおよび利用は、2007 年 10 月 5 日の地理情報法（LGeo 510.62）の規定に基づく。
 
178 条：州 第 5 項 
直接支払制度の実施のために、州は決められたデータを使用し、農地や土地利用およびその他の必要なデ

ータを第 165e 条に規定されている地理情報システムに記録し、これらのデータを使用して各農場の直接支

払額を計算する 。 
 
 
農業情報システム令（919.117.71 OSIAgr） 
セクション 4：地理情報システム  
第 10 条：データ  
地理情報システム（GIS）には、次の地理データが含まれる。  

a. 附属書 3 の 1 に示す地理データに従った、農地境界および傾斜の地理データ。 
b. 農作物およびぶどう畑の地理データは、附属書 3 の 2 の地理データに従って登録される。   
c. 附属書 3 の 3 に従う、農業法の執行を支援するためのその他の地理データ。  

第 11 条：データの収集  
1. 連邦農業庁は、第 10 条 a および c に規定するデータを定期的に入手する。  
2. 州は、毎年第 10 条 b に規定するデータを入手する。  
3. 州は、データの保護が確保されていることを条件に、第 10 条 b に規定するデータの収集を農業者

および自治体または適切な組織に委任することができる。  
第 12 条：データの収集と伝送  

1. 州は、地理情報システムの第 10 条 b に従って地理データを収集および整理する。  
2. 州は支払年の 12 月 31 日までに、 終的な地理データを連邦農業庁に送信する。  
3. データは、利用可能な地理データモデルに基づくことが求められ、連邦農業庁の技術的要求に従っ

て送信される。 
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図表 59 地理データセットとデータ収集の主体の対応 

No 
地理情報令38附属書
1 に記載の地理デー
タ 

No  地理データセット  データ収集の主体 

149  農業生産の地籍  149.1  農地の境界 連邦 

151  ワインの地籍  151.1  ブドウ栽培の地籍 州 

152  傾斜地  
152.1  傾斜地  連邦 

152.2  傾斜ブドウ畑  連邦 

153  耕作農地  

153.1  土地利用  州 

153.2  階段状のブドウ栽培地の周囲長  州 

153.3  生物多様性促進用地（品質レベル II） 州 

153.4  
生物多様性促進用地（ネットワーキン
グ）  

州 

153.5  
農地の外周長と夏季山岳放牧地の面
積  

州 

153.6  経営単位 州 

153.8  景観の質に関する要素 州 

出所：連邦農業庁ウェブサイト

<https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/geografisches-informationssystem-
gis/minimale-geodatenmodelle.html>および農業情報システム令（OSIAgr）より作成 

図表 60 州の農業情報システムの利用イメージ 
 

 

 
出所：ベルン州農業局提供資料 

                                                        
38 農業情報システム令では、地理情報令（510.620 OGéo）を根拠法令として作られる傾斜地などのデータが参照され

ている。 
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そのほか、農業・農村開発協会(AGRIDEA）が、「Focus AP-PA」というウェブサイトを運営しており、

農業政策に関する情報提供を行っている。こうした情報が運用上は利用されているものと考えられる。

特に、直接支払については、面積などの情報を入力することで計算が可能なソフト（excel）を提供して

おり、これが運用上は利用されていると考えられる。 

図表 61 直接支払額計算シート 

 
出所： Focus AP-PA ウェブサイト 
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3.4. 次期農政改革に向けた近年の動き 

(1) 憲法改正（食料安全保障に関する条項の追加）39 

① 経緯 

2017 年 9 月 24 日、憲法を改正し食料安全保障の条項（104a 条）を追加することが国民投票により決

定した。改正案は多くのスイス国民から支持され、賛成の割合は 78.7％に達した。 
新たに追加された憲法 104a 条は、国が促進すべき事項を定めており、農地など農業生産基盤を保全

すること、効率的な資源利用、市場指向、持続可能な農業発展のための貿易などが含まれている。憲法

に食料安全保障の条項が明記されるのは、主要国では初めてのこととされる。 
 

図表 62 憲法改正の内容 

 
（出所）連邦参事会ウェブサイト 
<https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a104> 

この憲法改正は、2014 年 7 月に農業団体が国民発議「食料安全保障のために」を提案したことが発端

となったが、結果的に改正案は 2 度変更され、当初提案から 3 年を経て改正が決定した。当初案では、

農地の喪失抑制と品質戦略に係る施策を求める内容となっていたが、農業生産のみでなく、農産食品部

門や貿易、消費等の視点が抜けていたことから、より包括的な内容の対案が提案された。 

図表 63 憲法改正の経緯 
年月日 改正経緯 
2014 年 7 月 8 日 農業団体が国民発議「食料安全保障のために」を提出。（農地の喪失抑制と品質戦略

にかかる施策を求める内容） 
2015 年 6 月 24 日 連邦参事会がより包括的な内容の対案を示す。しかし十分な支持が得られず、連邦参

事会が議会に対し、国民発議の否決を国民および州に勧告することを提案 
2016 年 3 月 9 日 国民議会（下院）は国民発議の支持を決定（賛成 91、反対 83、棄権 19）。 
2016 年 11 月 3 全州議会（上院）の経済・税制委員会がより広範な合意が得られる改正案に向けた検

討を重ね、独自の対案を採択。 
2017 年 3 月 14 日 国民議会が同対案を圧倒的多数で支持（賛成 173、反対 7、棄権 11） 
2017 年 4 月 12 日 連邦参事会が国民投票の実施を決定（9 月 24 日） 
2017 年 9 月 24 日 国民投票の実施。投票率 46%、賛成 78.7%で、かつ全ての州で 3 分の 2 以上の賛成

票割合となる。 
出所：平澤（2017）「食料の安定供給確保目指し憲法改正＝スイスの食料安全保障とは（上）＝」『Agrio』, 
(185), 12 月 5 日, pp.2-3.および平澤（2017）「熟議により国民的合意を形成＝スイスの食料安全保障と

は（下）＝」『Agrio』, (187), 12 月 9 日, pp.13-14. より作成 

② 憲法改正の影響 

連邦議会は、2017 年 11 月に連邦参事会が提出した「農業政策の中期的発展に向けた概要」を受け、

2018 年 6 月、食料安全保障に関する憲法改正を次期農政改革の内容に盛り込むことを要求した。 

                                                        
39 本項は平澤明彦（2017）「食料の安定供給確保目指し憲法改正＝スイスの食料安全保障とは（上）＝」『Agrio』, 
(185), 12 月 5 日, pp.2-3.および平澤明彦（2017）「熟議により国民的合意を形成＝スイスの食料安全保障とは（下）

＝」『Agrio』, (187), 12 月 9 日, pp.13-14. を参照した。 

104a 条 食料安全保障 
国民の食糧供給を確保するために、連邦は以下を促進する。 

a. 農業生産の基盤、特に農地の保全 
b. 地域の条件に適合し、効率的に資源を利用した食料生産 
c. 市場の要求を満たす農業および農産食品部門 
d. 農業および農産食品部門の持続可能な発展に貢献する貿易 
e. 資源を節約する食料利用 
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これを受け、連邦参事会は 2018 年 9 月、「農業政策の中期的発展に向けた概要」の補足文書40を発表

し、その中で食料安全保障に関する憲法改正で追加された事項について、今後の政策における対応を記

載した。以下にその対応を示す。 
 

1) 農業生産の基盤、特に農地の保全 

農業生産の基盤となる農地の保全については、連邦レベルで対応可能な手段としては、主に土地利用

計画の策定にあり、実際の保全を担うのは各州である41。スイスでは、SDA（surfaces d'assolement）と呼

ばれる良質な農地を規定42によって保護し、国内の食料供給を確保するための農地として位置付けてい

る。同規定では、SDA の少なくとも 438,460 ヘクタールを維持することを目指しており、各州は、1992
年に連邦参事会が設定した割当量の維持を保証することが求められている43。SDA 保護のための更なる

措置は、同規定の改訂の枠組みの中で検討が継続されることとなっている。 
なお、スイス全土における SDA を特定、マッピング、定量化する手法として、2015 年に地理データ

モデルが開発、施行された。 

図表 64 州別の SDA の分布 

 
出所：OFAG ウェブサイト”Surfaces d’assolement” 

 
また、直接支払における環境サービス要件（PER）などの政策は、農業生態系に影響を与え得るとし、

農業政策 2022（農政 22+）におけるこれら施策の開発は、生態系にプラスの影響を与えるはずであると

している。農政 22+における具体的施策として、農業投資の支援（例えば、環境への負の影響を減らす

革新的技術への支援）、研究（例：イノベーションの推進）、植物育種（持続可能性志向）などが挙げら

れるとしている44。 
現行の直接支払の枠組みにおいても PER は設けられているが、憲法改正を受け、今後要件の見直しな

どが行われる可能性があると考えられる。2018 年の農業関連規則の改定においては、更なる PER の発

展に向けた試験の目的であれば、連邦農業庁の認可のもと、PER の現行要件を逸脱する要件を設けるこ

とを認める法案が提出されている45。その場合、実験的に設ける要件は少なくとも現行要件と生態学的

に同等であり、科学的な裏付けがあることが条件とされている。 

                                                        
40 Conseil federal (2018) “Rapport complémentaire à la Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la 
politique agricole” 
41 中長期補足資料 
42 SDA セクター計画（FF 1992 II 1616）。1992 年に連邦参事会で採択された。 
43 https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/bases-et-donnees/faits-et-
chiffres/surfaces-d_assolement.html 
44 Conseil federal (2018) “Rapport complémentaire à la Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la 
politique agricole” 
45 Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) 
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2) 地域の条件に適合し、効率的に資源を利用した食料生産 

連邦参事会は、国内食料生産は、食料安全保障の重要な柱であり、特に地方の状況に農業を適応させ

ることは、生態系への負荷増大を防ぐとしている。これを踏まえ、農政 22 +では、地域全体の戦略を備

えた地域適応農業が促進される予定である。土壌、水、栄養素などの利用可能な資源は効果的に使用す

べきである。  
また農政 22 +では、PER を強化する方向性ではなく、農業経営者個々の責任の増大を通じて、より持

続可能な生産を目指している。 
 

3) 市場の要求を満たす農業および農産食品部門 

市場の要求という概念はすでに憲法 104 条（農業）に含まれているが、憲法 104 条 a（食料安全保障）

で追加された市場の要求に関する文言は、農業だけでなく農業食品部門全体を指すとしている。 
ここで「市場の要求を満たす」とは、農業部門と農産食品部門が国によって導かれるのではなく、消

費者の期待を満たす市場を自ら形成していくことを意味している。すなわち、農業および農産食品関係

のプレイヤーが、スイスの高品質な農産品に対する国内外の潜在需要を取り込んでいくことを目指して

おり、農政 22 +ではそれを後押しするような施策展開を行う方針である。具体的には、コストの削減や、

付加価値の増大、品質差別化を掲げており、これにより国内外の需要を取り込むための有利な状況を整

備する方針である。 
特に、国内外での成功を収めるには、農業部門と農業食品部門に共通の品質戦略を採用させることが

重要だとしている。スイスの製品は、国内外における低価格帯の競合とは差別化可能であるとし、高品

質路線のセグメント、特に成長の激しい国でのポジショニングに焦点を当てることで、購買力が着実に

向上している市場を取り込む方針である。 
ただし「品質戦略」は、2010 年に発表された長期戦略「2025 年の農業と食品部門」で既に掲げられて

おり、農業政策 2014-2017 においても具体施策の一つとして「品質戦略の強化」が打ち出されていた。

農政 22+の方向性を記載した「農業政策の中期的の発展の概要」では、農政 22+の「市場」軸における

目標の一つとして品質戦略に関する記述もあるが、憲法改正を受けて品質戦略を強化するというよりは、

既存の方向性を踏襲するに留まると考えられる。 
 
スイスの「農業と食品産業の品質戦略」は、新たな差別化の道を切り開き、業界のプレイヤーにとって

の機会となる。品質に関する付加価値は、まずは市場によって補償されるべきであり、政府はそれを効率

的な手段で支援する（例えば、特別な生産方法の表示、原産地表示、山岳/高山ラベルなど）。 
出所：スイス連邦参事会「農業政策の中期的の発展の概要」p62 

 
また、国内生産保護のための現行の輸入割当制度は、輸入業者の競争を歪め、また管理上の費用も余

分に要するとして問題視している。輸入割当は、市場価格上昇による消費者支出増加を招くことから、

農政 22+の議会前協議では、国内生産保護のための輸入割当に関して議論が行われる予定である。同様

に、市場指向の障害となる特定支援について議論が行われる予定である。例えば乳製品部門では、牛乳

価格への支援は、品質戦略、すなわち高価値乳製品（生乳チーズ専門品）の生産を促す方向に転換して

いく必要があるとしている。 
 

4) 農業および農産食品部門の持続可能な発展に貢献する貿易 

スイスは、機械、燃料、種子、肥料などの農業生産要素や食料を輸入に依存しており、また特定の農

産物（乳製品や加工品）は輸出していることから、良好な対外貿易関係は、食料安全保障にとって不可

欠である。農政 22 +には、2022 年からスイスで実施される農業政策が含まれているが、農政 22＋の教

書には自由貿易協定や経済連携協定に関する内容は含まれず、これらは通常農政 22+の教書とは別途に

議会で承認される。 
憲法第 104a 条は、農業部門の持続可能な発展に寄与する貿易関係を構築するための条件を検討する

ことを連邦に要求している。スイスとしては、食料品と農業生産要素の輸入は、スイスの農業と食品セ

クターの持続可能な発展に貢献することから、国際貿易における持続可能な開発の原則を特に重視して
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いる。生産要素（肥料、機械、飼料など）の輸入は、国内農業の生産性の向上を通じてスイスの農産物

の輸出増加と経済発展に寄与し、食料の輸入は、スイスの農業生態系への負担を軽減する。持続可能な

貿易関係に向けた条件検討に際しては、国際貿易法の遵守や、持続可能な開発目標（SDGs）などを考慮

する方針である。 
 

5) 資源を節約する食料利用 

食料資源の消費は、食品廃棄物の量を減らすか、生産や加工中に失われた食料の量を減らし、これら

の食料を得るために使用される天然資源を減らすことによって改善することができるとしており、この

改善に向けた取り組みを進める方針である。 
農業法では食品廃棄物への対策の余地は限られているが、グリーン経済行動計画を通じた食品廃棄物

の削減と、天然資源を節約する食料生産を通じて、政府は取組を進めている。また、消費者への普及啓

発を通じてより多くの人々にこの問題を認識させる方針である。 
 

(2) 農業に関するその他の国民発議（イニシアティブ）の動き 

① 食料主権、公正な食品に関するイニシアティブ 

2018 年 9 月 23 日、農業・食料政策に関わる 2 つの国民発議（イニシアティブ）「食料主権のために」

と「フェアフードイニシアティブ」に係る国民投票が行われたが、ともに反対多数で否決された。 
「食糧主権のために」は、農業組合「ユニテール」が発起し、2016 年に 108,680 の有効な署名を集

め提出された。このイニシアティブでは、スイス連邦憲法に食料主権に関する条項を新しく加えること

を求めており、国内の農業生産の持続的発展や安全な食料の供給を求める内容となっている。 

図表 65 イニシアティブ「食料主権のために」で提案された憲法改正の内容 
1. 食料主権を実現するために、政府は収益性の高く多様な国内農業を支持し、健康的な食料を提供する

ことで、社会的・生態的側面に対する国民の期待に応える。 
2. 国産の食料や国産飼料の供給が 優先であり、その生産が天然資源を節約することを保証する。 
3. 以下の効果的措置を講じる。 

a. 農業における担い手の増加と構造の多様性を奨励する。 
b. 農業生産可能な耕地、特に輪作可能な耕地を量と質の両面で保持する。 
c. 農業者による種子の使用、増加、取引、販売の権利を保証する。 

4. ゲノム編集などの新技術による動植物および遺伝子組み換え作物の農業における使用を禁止する。 
5. 以下の施策を実行する。 

a. 農業生産と国民のニーズとの間の妥当性を確保することを目指す農家組織の創設を支援する。 
b. 市場における透明性を保証し、各部門の公正価格の決定を支持する。 
c. 農家と消費者の間の直接的な売買および、地域の加工、貯蔵、販売の構造を強化する。 

6. 農業従業員の労働条件に特に注意を払い、連邦レベルで調和させる。 
7. 国内農業を維持し発展させるために、輸入農産物や食料品の関税を課し、輸入量を規制する。 
8. スイスの社会および環境基準に沿った生産を促進するために、輸入農産物およびこれらの基準に準拠

していない食料品に関税を課し、輸入を禁止することを検討する。 
9. 農産物や食料品の輸出には補助金を与えない。 
10. 国産および輸入食品の生産および加工の条件に関する国民への情報提供および認識向上を保証し、 

国際基準にかかわらず、国内的な品質基準を設定できることとする。 

出所：Conseil fédéral (2017) “Message relatif à l’initiative populaire - Pour la souveraineté alimentaire. 
L’agriculture nous concerne toutes et tous “ 

連邦参事会は 2017 年 2 月 15 日に発行した教書46で、新たな憲法規定は不必要であり、イニシアティ

ブに反対する姿勢を示した。2017 年の食料安全保障に関する国民投票が賛成多数によって可決され、憲

法改正されたことによって、既に必要な措置の検討が進められていること、また、このイニシアティブ

を受け入れることは、国家介入の強化と関税の引き上げを意味することとなり、消費者負担と州の予算

                                                        
46 Conseil fédéral (2017) “Message relatif à l’initiative populaire - Pour la souveraineté alimentaire. L’agriculture 
nous concerne toutes et tous - ” 
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の負担の両方が上昇することになると反対していた。さらに、スイスの品質基準を満たさない特定の製

品の輸入を禁止することは国際貿易上難しいとしている。 
「公正な食品を求めるイニシアティブ」は左派の環境政党である緑の党によって立ち上げられた。こ

のイニシアティブも、憲法 104 条に「食料品」に関する条項を新たに追加することを求めており、より

公正で動物や環境に配慮した食料生産の推進を求める内容であった47。 
両イニシアティブは 8 月時点では 3 分の 2 以上の支持を集めたものの、 終的な投票結果は「フェア

フードイニシアティブ」が反対 61.3％、「食料主権イニシアティブ」が反対 68.4％で否決された48。 
スイス西部のジュネーブ、ヌーシャテル、ヴォー、ジュラの４州を除くすべての州で反対票が多数と

なり、可決に必要な州の過半数は得られなかった。 
 

図表 66 イニシアティブ「食料主権のために」の国民投票結果（州別賛成比率） 

 
出所：連邦議会ウェブサイト

（https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/votations/20180923/volksinitiative--fuer-
ernaehrungssouveraenitaet-die-landwirtscha.html） 

② 農薬使用削減のためのイニシアティブ 

2018 年 5 月 25 日、化学合成農薬の使用禁止を求めるイニシアティブ「化学合成農薬のないスイスの

ために」が提出された。 
同イニシアティブは、憲法 74 条（環境保護）の改正を求めるものであり、以下の文言を追加すること

を求めている。 
 
憲法 74 条（環境保護） 

2. 農業生産、農産物加工および領域維持における合成農薬の使用を禁止する。また、合成農薬

を含む食料品の商業目的の輸入および合成農薬の使用のための輸入を禁止する。49 
出所：連邦内閣事務局（Chancellerie fédérale ）ウェブサイト 

 

                                                        
47 https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis452t.html 
48 JETRO「農業改革促す 2 つの発議、国民投票で否決」

https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/10/d5b6cf35b4a8ff70.html 
49 連邦内閣事務局（Chancellerie fédérale ）ウェブサイト（https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis455.html） 



 

69 
 
 

また、2018 年 1 月 18 日、「全ての人に綺麗な水を」イニシアティブが提出された。同イニシアティブ

は、憲法 104 条（農業）の改正を求めるものであり、政府の直接支払は、農薬や抗生物質を使用しない

農家に限るとする内容が提案されている。50 
憲法 104 条（農業） 

1. 連邦は、持続可能で市場志向な農業生産政策によって、農業が以下に大きく貢献することを保証

する。 
a. 健康的な食料と清潔な飲料水の国民への供給の保障 

3. 農業が多面的機能を発揮できるよう対策を設計する。実施事項と義務は次のとおり。 
a. 農家が、生物多様性の保全、農薬を使用しない生産、農場で生産された飼料で育てられた動

物の数などの環境要件を満たしていることを条件に、提供される環境サービスに対して公平

な料金を支払うため農家の収入を直接支払で補う。 
e. 本項 a、g および第 1 項に整合する農業を推進する内容である限り、農業研究、研修および

投資支援を促進することができる。  
g. 家畜に予防抗生物質を投与する農場や、抗生物質の定期的投与を必要とする生産方法を採用

する農場を直接支払の対象から除外する。 
4. この目的のために、特定目的の農業財源と連邦の一般財源を用いて、関連する条項の実施とその

効果のモニタリングを行い、定期的にその結果を一般国民に知らせる。 
出所：連邦内閣事務局（Chancellerie fédérale ）ウェブサイト 

これらのイニシアティブは、今後連邦参事会の教書承認と議会承認を経て、2020 年から 2021 年にか

けて国民投票が実施される予定である。 
 

(3) 2022 年以降に向けたスイス農政改革の動向 

① 農業政策の中期的発展の概要 

2017 年 11 月、スイス連邦参事会は 2022 年以降の農業政策に関する議論の素案となる文書「農業政策

の中期的発展の概要」を公表した。この文書には 2022 年以降の農業政策における連邦参事会の方針を

初めとする中期的な戦略が記載されている。 
本文書では、スイスにおける農業政策の中期的発展に向けた二要素として、①国際的な市場自由化へ

の対応と、②農業競争力の向上を掲げている。一つ目の要素としては、自由貿易協定を通じて、スイス

と国際農業市場のより深い連携を目指すと同時に、スイスの農業文化や食品産業に対する圧力をコント

ロールすることに焦点があてられている。二つ目の要素としては、スイスの農業・食品部門が、関税に

よる保護の変化によらず、国内外の市場において高品質で、資源効率が高く、社会的に要求される食品

を提供するための戦略を示している。 

図表 67 二要素戦略 

 
出所：Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole”
を基に作成 

                                                        
50 連邦内閣事務局（Chancellerie fédérale ）ウェブサイト（https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis473t.html） 
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この報告書は、以下の議会の要請に対応する形で策定されている。 

2014-2017 農業政策の効果と費用 
14.3894 von Siebenthal：農業政策 2014-2017 の文脈で達成された効果と目的の再検討 

連邦参事会は、農業政策 2014-2017 年の影響が、生態学的、経済的、社会的な観点からどのよ

うに特定され、利用され、公表されているかを報告する責任を負う。また、教書に記載されている

目標に関連する結果を公表する。 
14.3991 de Buman：農業政策 2014-2017 の実施と運用コスト 

連邦参事会は、農業政策 2014-2017 の実施に必要な実施コストについて、連邦および州レベル

で詳細な報告書を提出する責任がある。（特定の補助を受けるために農家が追加的に負担する必要

がある支出額と、これらの補助金の一部に関連する追加的支出を知ることも必要である。） 
14.3537 Noser：農業生産の競争力と収量、および農業のための公的資金の使用に関する報告 

連邦参事会は、農業部門の長期的な競争力、農地の保全実績、およびその保全システム、農業で

使用される生産要素の効率性を評価する報告書の提出を担当し、これらの側面の改善すべき点を

示す責任を負う。 
17.3401 Müller Damian：スイスの農業は未来のために準備されていなければならない 

連邦参事会は、スイスの農業政策の改善や 適化、将来のスイスの開発戦略について、将来の農

業の役割に関する報告書を作成する責任を負う。さらに、報告書には、農業およびその環境に対す

る直接的および間接的支援の手段、ならびにスイス全体および州別に農業部門の経済的重要性に

関する情報が示されるべきである。 
 

客観的な農業政策 
14.3618 Aebi Andreas：対策ではなく目的に基づく農業政策を。農民は解決策の一部であり、問題

ではない。 
連邦参事会は、農業政策の対策ではなく、目的に基づいた農場レベルでの実施を可能にするシス

テムの条件を整える方法を報告書に提示する責任がある。それは実績に基づき慎重かつ入念に行

われることが保証されなければならない。このアプローチはまた、持続可能な開発の 3 つの軸を

十分に考慮に入れる必要がある。 
 

農業政策の簡素化、行政負担の軽減 
14.3514 Knecht：農業政策 2018-2021 では、行政の過剰官僚制と人員削減を計画する。 

連邦参事会は、農業政策 2018-2021 を見据えて、要件を簡素化し、それによって人件費を削減

する計画を発表する責任がある。 
14.4046 Keller-Sutter：農業における行政手続きの簡素化 

将来の農業政策を考慮して、連邦参事会は、農業政策 2014-2017 によりどの目的と効果が目標

とされ達成されたのか、そしてどの分野が不足しているのか示す必要がある。さらに、行政手続き

の負担を軽減するために、実施すべき作業はどの程度必要か示す必要がある。 
14.4098 Müller Walter：農業政策においては管理上の負担を大幅に軽減する 

連邦参事会は、すべてのステークホルダー（連邦、州、市町村、農業者）の農業政策の管理上の

負担を大幅に軽減する責任がある。取られた措置とその結果は、毎年の農業報告書に掲載すべきで

ある。 
出所：Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole” 
PP.7-8 
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「農業政策 2022-25（農政 22+）」では、「市場」、「環境/天然資源」、「農場/事業開発（社会的側面を含

む）」の 3 軸を政策の中心に据える方針である。それぞれの軸に対して、さらに 6 つの優先分野が設定

されており、これをベースに農政 22+における具体施策の検討が進むと考えられる。 
 

 

図表 68 農政 22+における 3 つの政策軸 

 
出所：Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole”
を基に作成 

図表 69 農政 22+における市場軸の優先施策 

 
出所：Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole”
を基に作成 
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図表 70 農政 22+における農場/事業開発軸の優先施策 

 
出所：Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole”
を基に作成 

図表 71 農政 22+における環境/天然資源軸の優先施策 

 
出所：Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole”
を基に作成 
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② 農政 22+における個別の優先軸 

「農業政策の中期的発展の概要」では、具体施策までは落とし込まれていないが、2022 年以降の農

業政策の方向性が記載されている。以下では同文書において農政 22+における優先事項として掲げられ

た 3 軸 18 項目のうち、直接支払に関連する部分について取り上げる。 
 

1) 農業経営者の個人的責任（農場／事業開発軸） 

農業政策における詳細な規定（直接支払、PER、支援プログラムで要求される基準など）は、経営者を制

限するが、経営者の責任はこれら規定の遵守に限定されているため、常に望ましい結果が実現されるとは

限らない。これは、目標の達成へのリスクや責任を負うことがないという利点がある一方、規制は経営者

の経営の自由を制限している。農政 22 +では、農業経営者は目標を達成するための責任が割り当てられ、

より自由な経営ができることを目指す。 
今後の要検討事項は以下の通りである。 

 現行の規則は、結果重視型の施策に置き換えることができるか。 
 現行の厳格な規則（特に直接支払とそれに付随する条件）のもとで、どのような代替的なアプローチ

（競争的手続や継続的改善プログラムなど）が存在するか。 
出所：Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole” 

 

2) 多様化した事業とビジネスモデル（農場／事業開発軸） 

 スイスの農業は、様々な農場の種類やビジネスモデルによって特徴付けられ、その多様性により、農業

は期待されるサービスを提供することができる。しかし、スイスの物価は高く、農業は中間投入、投資、

外部要因に対して高い費用を支払わなければならない。また、困難な気候や地形条件にも対処する必要が

ある。その結果、海外と比較して競争上の不利益が生じる。 
よりオープンな市場では、事業の専門化（規模の経済化）に対する圧力が高まり、農業生産の多様性は低

下する傾向にある。国民は多様な農業を望んでおり、農家の種類とビジネスモデルの多様性を促進するた

めに、以下の 2 つの選択肢を施策レベルで検討すべきである： 
 直接支払による望ましいサービスへの具体的かつ直接的な支援。 
 一様な農業生産への圧力を緩和するための、他の国と比較して不利なコスト環境を補う社会的支払。

出所：Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole” 

3) 生物多様性（環境/天然資源軸） 

農業システムの性能は、それ自身の生物多様性に依存するが、他の生態系の生物多様性にも依存する。

農業生態系の多様性は、ビオトープ、耕作された野生植物を特徴とする、地域化された景観と栽培された

景観が組み合わされた結果である。 
地域自然条件に適応した様々な種類の生産が、多様な種のビオトープや国内固有の動植物や耕作地に特

徴づけられる今日の景観を生み出してきた。農業生態系の多様性はこれらの結果生み出されてきたもので

ある。この多様性は、生態系の活力と適応力にとって不可欠である。生態系の質と機能を維持し、それら

を利用できるようにするためには、様々なビオトープの保全や創出が不可欠である。同じように、できる

だけ多様な生産システムを促進するために、幅広い品種を維持し、それら品種の発展を促進することが重

要である。 
特にこの分野では、直接支払にリンクした農業政策を展開する必要がある。現在実施中の直接支払は、

全体的にレビューされ、 新の知見を反映させなければならない。支援の効率を向上させるために、競争

入札による補助金供与など、他の財政的インセンティブを考慮することもできる。また、農業生態系の自

然条件、適応生産の方法、生物多様性の機能的性質などの観点から、農業生態系を活用するためにどのよ

うな技術が使用されるべきか検討する必要がある。地域固有の潜在性を保全し、さらに合理的に活用する

ことを目的として、生態サービス要件を確立していくことができる。 
出所：Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole” 
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4) 農地の保全（環境/天然資源軸） 

農業生産のための不可欠な資源である耕地は、量と質の面における保護をより促進させなければならな

い。土壌の喪失の主な原因は建設活動である。今日まで、土壌に関する情報不足とステークホルダーの認

識不足により、インフラ建設計画などは、土壌保全の問題を考慮していない。土壌の質は特に、圧縮、侵

食、生物多様性の減少、炭素損失などの影響を受けるため、土壌の質を維持するには、農業生産システム

を適応させる必要がある。 
農地を保全するための方法の多くは、土地計画の分野にある。空間計画に関する規則改訂の第 2 段階の

一環として、土壌保全の観点から、明示的な建設地域以外の建物の規制を見直す必要がある。輪作面積計

画（SD SDA）の改訂の一環として、SDA の保護促進のための措置が求められる。土壌の品質を維持した

生産方式を促進する手法としては、すでに必要な手段が存在する（直接支払における環境サービス要件

（PER））。これらは、過去数年の直接支払の経験を考慮して、さらに発展されなければならない。 
出所：Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole” 

③ 今後のスケジュール 

2018 年 6 月、国民議会（Conseil National）は、「農業政策の中期的発展の概要」に対する主なコメント

として、連邦参事会に対して特に以下の 4 点を求めた。 
 次期農政改革の基礎となる現在の農業政策の正確な評価 
 今後の農業政策の改革は、国際的要素とは切り離して検討すべきである 
 農業政策の改革は、食料安全保障に関する連邦憲法 104a 条を考慮して検討すべきである 
 次期農業政策の実施に向けた今後のスケジュールは、農業に関する各種のイニシアティブの結果を

考慮して調整すべきである。 
 
連邦参事会はこれを受け、「農業政策の中期的発展の概要」の補足資料として、上記の 4 点の指摘へ

の対応を整理した文書を公表した。 

図表 72 農政 22+発効に向けた今後のスケジュール 

 
出所：Conseil federal (2018) “Rapport complémentaire à la Vue d’ensemble du développement à moyen 
terme de la politique agricole”  
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(4) 農業政策 2022-2025 の協議文書 

2018 年 11 月、連邦農業庁より次期改革（農業政策 2022-2025（農政 22+））の協議文書が公表された。

今後、2019 年 3 月まで各関係者の意見を収集し、寄せられた意見を踏まえ 終的に議会にて教書が承認

される予定である。 
 

① 2022 年以降の予算配分 

協議文書の公表と同時に、「農政 22+」における農業財政枠（案）についても公表された。3 つの財政

枠の合計金額は、13,915 百万スイスフランとなっており、2018-21 年より 2.6%大きい。これは主に「市

場支援（生産と販売）」の領域における予算増によるものである。直接支払に関しては、財政枠は 2018-
2021 年の水準と同程度で維持することが提案された。 
 

図表 73 農業政策 2022-25 における財政枠（案） 

財政枠 
農業政策 
2018-2021 

（百万フラン）

農業政策 
2022-2025 

（百万フラン）
差分 

生産基盤改善・社会施策 563 536 -27 -4.8% 

市場支援（生産と販売） 1,747 2,127 380 21.8% 

直接支払 11,250 11,252 2 0.0% 

合計 13,560 13,915 355 2.6% 

出所：連邦農業庁「Arrêté federal sur les moyens financiers destinés à l’agriculture pour les années 2022 
à 2025」 

 

② 直接支払 

1) 枠組み 

「農業政策 2022-25」における直接支払は、これまでの枠組みから若干組み替えることが提案されて

いる。具体的には、大区分として新たに「地域固有農業への支払」が追加され、地方の特性等を考慮し

た直接支払が、この区分のもと集約される見込みである。 
また、直接支払の数が多く、煩雑となっていたことを背景に、一部の直接支払が廃止・統合され、よ

り簡素化されることが提案されている。 
区分の組み換えや直接支払額は見直されるが、合計の予算自体は変わらないため、農家が受け取る平

均的な金額も大きくは変わらない見込みである。ただし、経営の形態等に応じて個別の農家レベルでは、

2021 年以前と 2022 年以降で受給額が大きく異なる可能性もあると考えられる。こうした農家への時限

的な対応として、2014 年の政策転換時と同様、旧制度と新制度下における受給額の差分を緩和するため

の移行支払が支払われる予定である。 
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図表 74 「農業政策 2022-25」における直接支払の枠組みと現行枠組みの比較 

 
  

有機農業⽀払い
粗放⽣産⽀払い

牧草による⽜乳・⾷⾁⽣産（PLVH）への⽀払い

動物福祉⽀払い

⽣産⽅式⽀払い

PLVHへの追加⽀払い
動物の健康への⽀払い

環境にやさしい畑作物への⽀払い
特別な作物への⽀払い

農業景観⽀払い

移⾏⽀払い

開放景観維持⽀払い
傾斜地⽀払い
急傾斜地⽀払い

ワインブドウ傾斜地⽀払い
⾼⼭放牧地⽀払い
夏季⼭岳放牧⽀払い

基礎⽀払い
⽣産条件不利⽀払い
畑作地・永年作物⽀払い

景観の質に対する⽀払い

供給保障⽀払い

⽣物多様性の質に対する⽀払い
ネットワーク⽀払い

⽣物多様性⽀払い

有機農業⽀払い
粗放⽣産⽀払い

牧草による⽜乳・⾷⾁⽣産（PLVH）への⽀払い

動物福祉⽀払い

⽣産⽅式⽀払い

肥料排出を削減する散布技術に対する⽀払い
⼟壌保全的な耕起法に対する⽀払い
農薬の精密施⽤技術の利⽤に対する⽀払い
農薬散布機の洗浄機能導⼊に対する⽀払
養豚における⼆段階飼料供与への⽀払い

植物検疫製品の削減への⽀払い
除草剤を使⽤しない⽣産への⽀払い

資源効率⽀払い

農業景観⽀払い

移⾏⽀払い

傾斜地⽀払い
ワインブドウ傾斜地⽀払い
⾼⼭放牧地⽀払い
夏季⼭岳放牧⽀払い

経営体⽀払い
地帯別⽀払い

畑作地・永年作物⽀払い

地域固有農業への⽀払い

供給保障⽀払い

⽣物多様性の質に対する⽀払い
⽣物多様性⽀払い

ネットワーク⽀払い
景観の質に対する⽀払い

廃⽌

廃⽌

廃⽌

新設
新設

新設
新設
新設
新設

＜現⾏の直接⽀払いの枠組み＞ ＜2022年以降の直接⽀払いの枠組み＞

新設

特定化学製品の使⽤削減への⽀払い
養豚における窒素飼料削減への⽀払い
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図表 75 「農業政策 2022-25」における直接支払の金額案と現行金額の比較 

支払の種類 支払区分 金額（現行） 金額案(2022
以降) 単位 

農業景観支払 

開放景観維持支払 

丘陵 100

廃止 フラン／ha
山岳 I 230
山岳Ⅱ 320
山岳Ⅲ 380
山岳Ⅳ 390

傾斜地支払 
傾斜率 18～35％ 410 410 

フラン／ha傾斜率 35%超～50％ 700 770 
傾斜率 50％超 1,000 1,300 

急傾斜地支払 
急傾斜地面積が 30% 100

廃止 フラン／ha
急傾斜地面積が 100% 1,000

ワインブドウ傾斜
地支払 

傾斜率 30~50% 1,500 1,500 

フラン／ha
傾斜率 50%超 3,000 3,000 
傾斜率 30％超の自然地形の上
に作られた階段耕作地 5,000 5,000 

高山放牧地支払   370 370 フラン/PN

夏季山岳放牧支払 

乳牛または搾乳用の羊・山羊
への追加支払

40 40 

フラン/PN

粗飼料を食べるその他の家畜 400 400 
非搾乳用の羊。羊番による常
時監視、または群れの保護を
伴う輪換放牧

400 400 

非搾乳用の羊。輪換放牧 320 320 
非搾乳用の羊。その他の放牧 120 120 

供給保障支払 
基礎支払 

一般農地 900
廃止 フラン／ha生物多様性促進用地（SPB）の

うち永年草地
450

経営体支払  - 4,450 
フラン／
経営体

生産条件不利支払 
（地帯別支払） 

平原 0 275 

フラン／ha

丘陵 240 615 
山岳 I 300 805 
山岳Ⅱ 320 915 
山岳Ⅲ 340 995 
山岳Ⅳ 360 1,025 

畑作地・永年作物
支払   400 600 フラン/ha 

生物多様性支払 生物多様性の質に
対する支払  （各種） 継続  

ネットワーク支払  （各種） 統合（これま
での支払額の

1.28 倍） 
 景観の質に対する

支払 
  （各種）

生産方式支払 

有機農業支払 

特別作物 
（ブドウ、ホップ、果物、ベリー、
野菜、タバコ、薬用・香料用植
物、キノコ）

1,600 1,600 
フラン／ha

それ以外の畑作地 1,200 1,200 
それ以外の対象農地 200 200 

粗放生産支払   400 400 フラン／ha
牧草による牛乳・
食肉生産への支払
（PLVH）

  200 200 フラン／ha

動物福祉支払  （各種） 継続 
PLVH への追加支
払 

 - 110 フラン／
UGBFG

動物の健康への支
払  - 40 フラン／

UGB
環境にやさしい畑
作物への支払  - 1,300 フラン／ha

特別な作物への支
払 

 - 350 フラン／ha

資源効率支払   （各種） 廃止 
出所：連邦農業庁(2019) “Effets de la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) sur les paiements directs 
en faveur des Exploitations” 
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図表 76 「農業政策 2022-25」と現行制度における直接支払の金額の比較シミュレーション 

 
出所：連邦農業庁(2019) “Effets de la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) sur les paiements directs 
en faveur des Exploitations” 

 

2) 受給条件 

2022 年以降の直接支払の受給条件は、これまでの内容を基本的には踏襲しながら、一部において変更
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が加えられている。 
まず、農場で働く配偶者に対する適切な社会保障を提供することが要件として新たに加えられた。背

景として、2016 年に連邦参事会に提出された報告書 "Women in Agriculture"（2016）において、農業に従

事する女性の社会保障が不十分であることに焦点が当たり、これを是正することが求められていた。社

会保障は、農場で継続的に働き、自らが十分な収入を得ていない配偶者に適用され、経営者は退職金や

所得保障を用意することが求められる。 
また、直接支払を受給するために、より高度な農業職業訓練を修了していることが求められる見込み

である。現在も、農業経営者は農業職業訓練の第一段階ないしそれに相当する資格を有している必要が

あるが、2022 年以降には農業職業訓練の専門試験に合格していることが求められる。これは、農業経営

が複雑化する中で取られた措置である。ただし、この要件は新規事業者または直接支払の新規受益者に

のみ適用され、すでに直接支払を受けている農家は、権利を維持される。 
直接支払額の上限値として、1 標準労働力あたり 70,000 フランと設定されていたが、これが撤廃され、

代わりに 1 農場あたりの受給額の限度額として 250,000 フランが設定される見込みである。 
 

図表 77 「農業政策 2022-25」と現行制度の直接支払受給要件の比較 
現行政策 農業政策 22+ 
 農場として土地が利用されていること 

 
 PER（環境サービス要件） 
 水、環境、動物の保護に関する農業関連法規の

遵守 
 農業職業訓練を受けていること。 

 
 

 農業経営者は、65 歳未満でなくてはならない 
 農場の最低規模要件は 0.20 標準労働力単位

（UMOS） 
 労働力の 50％は、農家内の労働者（家族労働お

よび雇用労働）を使用する必要がある。 
 1 標準労働力当たりの直接支払の上限額は 7 万

フラン。 
 供給保障支払の基礎支払は一定面積規模以上

において減額 
 生物多様性支払の生物多様性の質に対する支

払（品質レベル I）は農地の最大 50％まで支払わ
れる 

 移行支払の受給には収入の制限が設けられる。 

 農場として土地が利用されていること 
 農場で働く配偶者個人のための適切な社会保障
 PER（環境サービス要件）（修正） 
 水、環境、動物の保護、および LPN51の規定に関

する農業関連法規の遵守 
 農業職業訓練を受けていること。（新規就農者に

ついては少なくとも農業職業訓練の専門試験の
合格が必要） 

 農業経営者は、65 歳未満でなくてはならない 
 農場の最低規模要件は 0.20 標準労働力単位

（UMOS） 
 労働力の 50％は、農家内の労働者（家族労働お

よび雇用労働）を使用する必要がある。 
 （削除） 

 
 （削除） 

 
 （削除） 

 
 

 農場ごとの受給額の総額や、直接支払の種類ご
との受給額に制限を設ける可能性 

出所：連邦農業庁（2018）“Consultation relative à la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) Rapport 
explicatif" 3.1.3 章 

 
PER については、農業法において細かな文言を改めたほか、いくつかの条項が加えられた。 
具体的には、特定の地域に固有の要件を設定するための規定が明示的に含まれるようになった。これ

により、地域の状況や農地の特殊性を考慮して受給要件を定めることが可能となる。 
また、水の保護に関する法律（814.20）の規定への準拠が求められることとなった。実施上の負担を

少なくするため、同法の基準に従って管理が行われる予定である。これは、動物福祉法の順守が受給要

件として求められていることと似ている。この変更は、清潔な飲料水のための国民発議（イニシアティ

ブ）に代わるものとして提案された行動計画の一部である。 
 

図表 78 「農業政策 2022-25」と現行制度の直接支払受給における環境サービス要件（PER）の比

                                                        
51 LPN：自然と景観の保護に関する連邦法 
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較 
現行政策 農業政策 22+ 
農業法第 70a 条第 2 項 
 以下は環境サービス要件（PER）の一部である。 

a. 家畜にとって適当な条件下での飼育 

b. バランスの取れた肥料の使用 

c. 生物多様性のための用地シェアの十分な確保 

d. 自然と文化遺産に関する 1966 年 7 月 1 日の連邦

法の条項に基づく国益の目録に含まれる物の規制

使用 

e. 定期的な輪作 

f. 適切な土壌保護 

g. 植物保護製品の的確な選択と使用 

 

 
 
農業法第 70a 条第 3 項 
連邦は、 
a. PER の具体的要件を設定する。 

農業法第 70a 条第 2 項 
 環境サービス要件（PER）は以下の要素を含む。 

a. 家畜にとって適当な条件下での飼育 

b. 栄養素の損失を許容範囲内に収める 

c. 生物多様性の十分な推進 

d. 自然と文化遺産に関する 1966 年 7 月 1 日の連邦

法の条項に基づく国益の目録に含まれる物の規制

使用 

e. 定期的な輪作 

f. 適切な土壌保護 

g. 環境を尊重する植物保護 

h. 特定地域における生態系保護のための特定要件 

i. 水の保護に関する法律の特定の要件への準拠 

農業法第 70a 条第 3 項 
連邦は、 
a. 生態系の回復力を考慮しながら、必要な PER を具

体化する。 

出所：連邦農業庁（2018）“Consultation relative à la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) Rapport 
explicatif" 3.1.3 章 

 

3) 個別の直接支払 

a) 農業景観支払及び供給保障支払 

2022 年以降の直接支払においては、もともと 6 つの区分から構成されていた農業景観支払のうち、

「急傾斜地支払」と「開放景観維持支払」が廃止され、4 つの区分に改められる予定である。これによ

り、制度を単純化しながら、これまでと同様に予算を条件不利地域へ配分することが期待される。 
従来、農業景観支払の「開放景観維持支払」と、供給保障支払の「生産条件不利支払」は、いずれも

地帯区分（平原、丘陵、山岳Ⅰ、山岳Ⅱ、山岳Ⅲ、山岳Ⅳ）を基準として支払額が決定されていたこと

から、これが供給保障支払の「地帯別支払」として一本化されると考えられる。「急傾斜地支払」につい

ては、同区分に割り振られていた予算（約 1200 万 fr./年）は 35％以上の傾斜地への支払として、2022 年

以降は分配される予定である。 
また、供給保障支払については、 大の支払額を占めていた「基礎支払」（900fr. /ha）が廃止され、代

わりに「経営体支払」（Contribution à l’exploitation）が導入されることとなった。従来の面積当たりの支

払から農業経営体あたりの支払とすることで、単に広い農地を保有していることに対して直接支払が提

供されるのではなく、小規模であっても農業経営を行うことに対して直接支払が提供されることとなる。

これにより、広い農地を保有していない小規模な農家も経営を維持しやすくなり、結果的にスイス国内

で多様な農業生産活動が維持されることを意図していると考えられる。 
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図表 79 「農業政策 2022-25」と現行制度の農業景観支払および供給保障支払の枠組み比較 
現行政策 農業政策 22+ 
農業景観支払 
 傾斜地支払 

 急傾斜地支払 

 ワインブドウ傾斜地支払 

 高山放牧地支払 

 夏季山岳放牧支払 

 開放景観維持支払 

供給保障支払 
 基礎支払 

 生産条件不利支払 

 畑作地・永年作物支払 

農業景観支払 
 傾斜地支払 

 （廃止） 

 ワインブドウ傾斜地支払 

 高山放牧地支払 

 夏季山岳放牧支払 

 （廃止） 

供給保障支払 
 経営体支払 

 地帯別支払 

 畑作地・永年作物支払 

出所：連邦農業庁（2018）“Consultation relative à la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) Rapport 
explicatif" 3.1.3 章 

b) 生物多様性支払 

 生物多様性支払は、現在は大きく分けて「生物多様性の質に対する支払」と「ネットワーキング支払」

の区分があるが、2022 年以降、「ネットワーキング支払」については、「地域支払」の区分へと再編成さ

れることが見込まれる。 
 

c) 生産方式支払及び資源効率支払 

生産方式支払は、現行の支払区分については原則維持されたまま、さらに対象が拡大される予定であ

る。特に、植物保護、土壌肥沃度、栄養素、機能的生物多様性、気候（CO2）を主要な対策分野として

定めており、それに対応する直接支払として、「環境にやさしい畑作物への支払」、「環境を保護する野

菜、樹木、ブドウ栽培への支払」、「持続可能な牛乳と食肉の生産」、「動物の環境への配慮」が新たに設

けられる。 
 

図表 80 「農業政策 2022-25」の生産方式支払において新設される支払区分およびその目的の対応 

新たな 

直接支払 

環境にやさしい畑

作物 

環境を保護する野菜、樹

木、ブドウ栽培 

持続可能な牛乳と食肉の生

産 

動物の健康への配慮に対す

る支払 

目的 
   

植物保護 ○ ○ ○ 

土壌肥沃度 ○ ○  

栄養素 ○  ○ 

機能的生物多様性 ○ ○  

気候 ○ ○ ○ 

出所：連邦農業庁（2018）“Consultation relative à la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) Rapport 
explicatif" 3.1.3 章 
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資源効率支払は、2021 年までの時限的な措置として、新技術の導入を目的として支払が行われていた

が、考え方等などは新たな生産方式支払や PER の一部として移行することとなる。 

図表 81 「農業政策 2022-25」と現行制度の生産方式支払および資源効率支払の枠組み比較 

現行政策 農業政策22+ 

生産方式

支払

粗放生産支払 以下に移行する。

- 環境にやさしい畑作物への支払

- 環境を保護する野菜、樹木、ブドウ

栽培への支払

資源効

率支払

土壌保全的な耕起法に対する支払

除草剤を使用しない生産への支払

特定化学製品の使用削減への支払

生産方

式支払

牧草による牛乳・食肉生産への支払 牧草による牛乳・食肉生産への支払（持

続可能性の側面を強化）

資源効

率支払

排出を削減する散布技術に対する支払 空気保護令（OPair）への統合 

農薬の精密施用技術の利用に対する支払 PERの要件：環境にやさしい植物の

保護農薬散布機の洗浄機能導入に対する支払

養豚における窒素飼料削減への支払 PERの要件：栄養素の損失の制限 

動物福祉支払 動物の健康への配慮に対する支払

出所：連邦農業庁（2018）“Consultation relative à la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) Rapport 
explicatif" 3.1.3 章 

d) 地域固有農業への支払

2022 年以降の直接支払の大区分のひとつとして、新たに「地域固有農業への支払」が提案されている。

これにより、地域固有の目的を持つ直接支払がまとめられる。

具体的には、もともとは異なる種類の直接支払に区分されていた、「景観の質に対する支払」および生

物多様性支払の「ネットワーク支払」が、この区分のもとで整理される。この変更に伴い、2022 年以降

の農業法に第 76 条 a に新たな条項が追加されることが提案されている。 

農業法第 76a 条 地域固有農業への支払（新規） 
1. 地域に特有の農業を推進するために、連邦は以下に対して直接支払を行う。

a. 生物多様性促進用地のネットワーキング

b. 多様な耕作地の振興、保存および開発。

c. 生産手段の効率的な利用を促進するために、持続可能な形でかつ生態系の回復力に適応しながら、

土壌、水、空気などの資源を使用する。

2. 連邦は、連邦によって承認された地域農業戦略がある場合、1 ヘクタール当たりの財源または通常の

用料を州に提供する。

3. 連邦は直接支払額の 大 70％を負担する。州は残りの支払額を負担する。

出所：連邦農業庁（2019）改正農業法（案） 

e) 移行支払

現行の直接支払額（2021 年まで継続）と、2022 年以降の支払額の差分を小さくするため、2014 年の

政策転換時と同様、移行支払が提供される。




