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(2) フランス 

東北大学大学院農学研究科 石井圭一 

① 基礎データ 

1) 農地の状況（国土面積、農用地面積、平均経営面積、等） 

フランスの国土面積は 55.17 万平方キロ、人口 6,699 万人（2017 年）で人口密度は 121 人/㎢であ

る 22。ヨーロッパ連合（EU）最大の国土面積を誇り、人口は第 1 位のドイツに次ぐ。 
本国領土はヨーロッパの西端に位置し、西は北海、英仏海峡、大西洋に接し、南は地中海に連な

る約 5,500 km の海岸線に囲まれる。複数の島が点在し、地中海に浮かぶコルス（コルシカ）島が最

大である。広大な山岳地帯が北東部から南東部へ、ボージュ、ジュラ、アルプスの各山脈が続き、

南西部にスペインとの国境をピレネー山脈が隔てる。中央部には中央山地（マシッフサントラル）

が高原台地上の地形をなす。平野部を貫流する四大河川が、北部のセーヌ川、西部のロワール川と

ガロンヌ川、スイスに水源をもち地中海にそそぐローヌ川である。なお、フランスには多数の島を

含む海外領土がある。 
国土に占める農地の割合は 54％、林地が 25％である（以下、2015 年）23。なお、農地利用面積

の推移は図表 16 に示した。 

図表 16  

 
 
 2013 年、農業経営の平均面積は 62.3ha である。農業経営数の 22％を占める 100ha 以上の農業経

営が全農地面積の 62％を占めている。他方、10ha 未満の経営は全体の 29.5％に上るが、農地面積

に占める割合は 1.7％に過ぎない。 
  

                                                      
22 駐日フランス大使館ウェブサイトより。 
23 Agreste, Mémento de la statistique agricole.2017. 

農地利用の推移

（１０００ha）

1950 1980 2000 2010 2016

普通畑作 11,812 11,620 13,459 13,136 13,310

 (%) 34.3 36.6 45.2 45.4 46.3

飼料作面積 19,511 18,194 14,691 14,339 13,959

 (%) 56.7 57.3 49.3 49.6 48.6

永年作物 2,050 1,422 1,141 1,011 987

 (%) 6.0 4.5 3.8 3.5 3.4

その他* 1,035 508 517 440 469

 (%) 3.0 1.6 1.7 1.5 1.6

総農業利用面積 34,408 31,744 29,807 28,926 28,717

 (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
フランス本土
＊野菜、花き、装飾用植物、種子、家庭菜園等

資料：Agreste, Mémento de la statistique agricole.2017.
原資料 : Agreste - Statistique agricole annuelle (2016 semi définitive)
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図表 17 
 

 
 

2) 農家等の状況（総人口、農家数、青年農業者数、等） 

 農業就業者人口は 88.5 万人、うち、農業経営者、共同経営者（coexploitant）、法人構成員の数は

56.0 万人、配偶者、その他家族が 13.5 万人、常時被雇用者が 19.0 万人である（2015 年、フランス

本土のみ）。農業就業人口はフランスの人口 6,699 万人（2017 年）のおよそ 1.32％である。 
 2015 年、農業経営総数は 45.2 万経営である。そのうち、個人経営が 29.6 万経営、法人経営が 15.4
万経営である。 
 以下のグラフは年齢別の農業経営者（共同経営者、法人構成員含む）の分布を示している。40
歳未満の割合が 18.5％、65 歳以上の割合が 11.4％である（大・中・小経営について、脚注 24 を参

照されたい）。 
 

図表 18  

 
 

農業経営の規模と農業利用面積

2013

1,000経営 ％ 1,000ha ％

200 ha 以上 23.6 5.3 6,965 25.2
100 ～ 200 ha 74.0 16.7 10,184 36.9
50 ～ 100 ha 93.2 21.0 6,742 24.4
25 ～ 50 ha 61.6 13.9 2,264 8.2
10 ～ 25 ha 60.3 13.6 996 3.6
１0 ha未満 130.7 29.5 473 1.7
フランス本土 443.3 100.0 27,623 100.0
資料：Agreste, Mémento de la statistique agricole.2017.
原資料 : Agreste - Enquête Structure 2013

農業経営数 農業利用面積
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3) 農業所得 

フランスにおける農業所得 24は約 2.57 万ユーロ/経営である（2013-15 年の平均、FADNデータに

よる）。 
図表 19 のグラフは 1990 年以降の全経営、穀物・油糧種子、酪農、肉牛経営の所得の推移である。

ここで所得とは雇用労働を除く就業者 1 人当たりの税引き前経常収支である。2000 年代後半以降、

乱高下している。特に、平均以上の所得をあげているものの、穀物・油糧種子経営で激しい。デカ

ップリング型の直接支払から、一定程度、生産者が負担する保険型の所得安定策が求められる背景

を示している。また、酪農や肉牛経営は、常に平均より所得が低く、農業所得政策を重視せざるを

得ないことが理解できよう。 
 

図表 19  
 

 
 

図表 20 は 2015 年における農業経営所得に占める補助金について経営組織別にみたものである。

ここで対象とされているのは大経営、中経営である。その 91％が経営補助金の給付を受け、経営当

たりの経営補助金受給額の平均は 3.5 万ユーロある 25。雇用労働以外の就業者 1 人当たりの経営補

助金が 2.4 万ユーロである。全体をみると、経営補助金は販売額の 13％、税引き前経常収支の 80％
に達する 26。経営補助金がなければ、62％の経営が税引き前経常収支で赤字となり、特に肉牛経営

を筆頭に牛、羊・ヤギの草地畜産や、穀物・油糧種子経営でその割合が高い。いわば、土地利用型

に位置づけられる経営で経営補助金の割合が高いことがわかる。また、15％の経営で経営補助金の

                                                      
24 なお、所得は雇用労働を除く就業者 1 人当たりの税引き前経常収支（Résultat Courant Avant Impôt））、直接支払額、

農業所得に占める直接支払の割合（税引き前経常収支の 80％、2015 年 ）、等である。Agreste, GraphAgri France 2017, 2017. 
25 FADN（フランスでは RICA、Réseau d'Information Comptable Agricole ：農業会計情報ネットワーク）では、経営規模を

標準粗生産（Standard Gross Output）25,000 ユーロ未満の経営を小経営、標準粗生産 25,000～100,000 ユーロの経営を中経

営、標準粗生産 100,000 ユーロ以上の経営を大経営と分類する。標準粗生産は地域ごと、品目ごとに算出された ha 当た

りもしくは頭数当たり生産額に生産面積、飼養頭数を乗じて算出される。例えば、イル・ド・フランス州小麦１ha の標

準粗生産は 1093 ユーロ（2007 基準）である。 
26 Agreste, Graph Agri 2017. 
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給付があっても、税引き前経常収支ベースで赤字となる。 
経営組織別に基礎支払（ここでは基礎支払に加えて、グリーニング支払、再分配支払、青年農業

者加算を含む）の給付額をみると、給付額、ha あたり給付単価がそれぞれ 3.5 万ユーロ、286 ユー

ロ/ha とその他畑作経営（穀物・油糧種子の生産額が 1/3 未満の畑作）で高い。基礎支払の ha あた

り給付単価は園芸経営で 170 ユーロと最も低く、肉牛経営や羊・ヤギ経営でも 200 ユーロに満たな

い。後述するオランド大統領が表明した国内適用の制度設計にかかる 4 つの優先課題の一つとして

公約にもなった過去実績を反映したデカップリング支払の給付単価の格差是正が、肉牛、羊・ヤギ

といった草地依存の畜産を主たるターゲットとしていることが分かる。 

図表 20 

 
 

4) 主要農作物 

 主な農業生産物の生産額の構成は次の通りである。 

経営組織別の経営補助金

経営補助金
の給付があっ
た経営の割

合

補助金受給額
（ 1 ）

税引き前計上
所得が赤字の
経営の割合

（補助金除く）

税引き前計上
所得が赤字の
経営の割合

（補助金含む）

基礎支払給付

額（ 2 ）

ha当たり基礎支

払い給付額
（ 2 ）

% ユーロ % % ユーロ ユーロ/ha

穀物・油糧種子 99% 36,610 71% 26% 30,532 244
その他畑作 98% 41,746 44% 10% 34,942 286
蔬菜 64% 15,740 54% 14% 4,792 206
園芸 48% 10,052 60% 9% 4,983 170
ブドウ 64% 10,193 45% 11% 6,715 233
果樹・永年作物 90% 22,399 36% 9% 7,873 215
酪農 100% 34,812 59% 14% 23,704 253
肉牛 100% 44,913 85% 11% 20,578 190
乳肉混合 100% 56,086 74% 11% 32,252 239
羊・ヤギ 99% 45,050 76% 9% 18,769 176
養豚 96% 23,517 54% 24% 16,020 232
養鶏 84% 18,294 39% 6% 14,924 249
養豚・養鶏複合 97% 40,435 51% 10% 26,196 258
複合経営 99% 43,878 67% 18% 30,314 243
全体 91% 34,960 62% 15% 24,317 236

(2) 基礎支払にはグリーン支払、再分配支払、青年農業者付加支払を含む

対象となる経営は大経営・中経営である。

資料： Mminist ère de l’Agriculture et de l’Alimentation, GraphAgri Fran  

原資料： Agreste – RICA.

(1) 経営補助金の給付を受けた経営の平均。なお、ここで経営補助金（Subventions d'exploitations）とはFADNにおける投資助成

を除く補助金（SE605；/Total subsidies - excluding on investments）で種々の支払いのほか、自然災害助成、保険料補助等を
含む。
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図表 21  

 
 

② はじめに―2014-2020 年 CAP に向けたフランス政府の方向－ 

  2013年6月、2014年以降の新しい共通農業政策を定める一連の合意が欧州理事会、欧州議会、欧

州委員会の間で交わされると、加盟各国は国内適用の具体的な制度設計に入った。フランスでは

2013年10月2日、中央山地の小都市クルノンドーベルニュ（Cournon d’Auvergne）で開催された畜産

展示会（Salon d’élevage）にて、オランド大統領は2014年以降の共通農業政策の国内実施の方針に

ついて演説した27。国内適用の制度設計にかかる4つの優先課題、すなわち、畜産部門のカップリン

グ（作付面積や飼養頭数に応じた支払）、条件不利地域単価の大幅引き上げ、競争力の強化（とり

わけ、青年農業者支援、畜産部門の施設投資）、助成金の公平な分配である。大統領演説における

表明にもみられるとおり、4つの優先課題の主たる対象となるのが畜産、とりわけ、酪農、肉牛、

ヒツジ・ヤギにみる草地利用型の畜産部門である28。 
 2017年5月よりマクロン大統領の下での新政権において、以上の社会党政権下におけるCAPの運

用の考え方は踏襲されている。「助成金の公平性を高め、雇用と畜産部門に配慮したCAPの改革」

として、畜産部門のテコ入れを特徴とする制度設計と、財政面では2019年までに年間10億ユーロを

畜産に新たに振り向けることを公にした。図表 22のグラフは2014年以降の共通農業政策の国内実

施の方針が検討された時期の農業所得である。畑作等でリーマンショック後の停滞を抜け出したが

酪農、肉牛、羊・ヤギの経営では依然として、農業所得の目立った上昇が認めらない。 
 

                                                      
27 Présidence de la République, Intervention lors du 22ème sommet de l'élevage à Cournon d'Auvergne, 2 Octobre 2013. 
28 石井「2013年CAP改革とフランス農業 ―畜産重視の制度設計―」『農村と都市を結ぶ』2015年3月。 

農業生産の構成
（10憶ユーロ）

1970 1990 2000 2010 2016 %
耕種生産 7.2 34.2 31.5 40.3 40.2 61.9

　穀物 2.1 9.1 6.7 11.7 7.7 11.9

　油糧種子 0.1 1.8 1.0 2.7 2.3 3.5

　果実 0.6 2.4 2.4 2.8 3.0 4.7

　野菜 0.8 2.7 3.0 3.0 3.1 4.7

　ワイン 1.4 9.0 9.5 9.6 11.5 17.7

　耕種その他 2.2 9.2 8.9 10.5 12.6 19.4
畜産 5.7 23.4 22.8 22.9 24.7 38.1

　牛肉　 1.9 7.7 6.5 6.5 7.2 11.1

　豚肉 0.9 2.9 3.0 2.8 3.1 4.8

　酪農 1.7 7.9 8.0 8.1 8.4 13.0

　養鶏 0.6 3.4 4.0 4.1 4.6 7.0

　畜産その他 0.5 1.5 1.4 1.3 1.4 2.2
計 12.9 57.6 54.3 63.2 64.9 100.0
資料：Agreste, Mémento de la statistique agricole.2017.
原資料：Agreste, Insee - Comptes de l'agriculture - Base 2010 (2016 provisoire)
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図表 22  

 
 2014-2020 年の間、CAP 財源は 91 億ユーロ/年、7 年間で 640 億ユーロの歳出を見込む。上で示し

た優先課題を受けて重点施策は、 
 
１） 条件不利地域に対する助成金単価を 15％引き上げ。2015 年以降、草地奨励金を統合し簡素化。 

２） 生乳生産者をすべての地域において助成対象。追加財源として 3 億ユーロ/年、計 11 億ユーロ/年。 

３） 若手の経営者資格取得の奨励。第一の柱における直接支払の 1％に当たる 7500 万ユーロを充当、新規就

農者約 1 万人が対象。加えて、第二の柱の経営者資格取得支援措置に 2500 万ユーロ増額。 

４） カップリング支払による畜産支援。カップリング支払を直接支払給付総額の 10％から 15％に拡大。とり

わけ、畜産部門の支払に充当。現行の畜産の予算額を維持しつつ、乳牛奨励金を新設。乳牛奨励金の加

算措置として、たんぱく源作物（アルファルファ、マメ科作物）の生産支援により飼料自給率の向上に

1.5 億ユーロを充当。 

５） 経営システムのエコロジー的移行の推進、その主たる手段として、農業環境支払予算額の倍増、有機農

業支援予算の倍増。 

６） 過去実績に基づく直接支払給付単価設定の是正により農業者間の格差を縮減。給付単価の収れん措置に

よる所得損失を 30％減にとどめつつ、平均給付単価とそれぞれの農業者が受け取る給付単価の差の 7 割

を解消することで、給付額単価の格差を是正する。 

７） 農業経営の適応および競争力向上計画（Plan pour la compétitivité et l’adaptation des exploitations）では、主

として畜舎の更新に関する投資を支援。現行予算枠を倍増し、総額 2 億ユーロ/年。 

８） すべての経営における営農活動と雇用を支援する措置として、基礎支払について 52ha までの面積につい

て給付単価の加算、これを 2015 から 18 年の間に第一の柱助成総額の 20％まで増額、である。 
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 いわば、カップリング支払と条件不利地域助成を最大限活用し、畜産経営向けの支援策を充実さ

せるとともに、草地保全と自給飼料基盤の確立を目指そうとするのが、フランスにおける今期共通

農業政策（2014－2020 年）の運用方針と言える。 
 

③ CAP「第一の柱」における直接支払 

以下で、デカップリング支払から見ていこう 29。 

 

1) 基礎支払 

基礎支払の適用に際して、フランスではフランス本土とコルシカの 2 地域に区分して実施した 30。

フランス本土では基礎支払受給権の当初配分は農業者の過去実績に基づく。その当初給付単価は、

全国平均を下回る場合、5 か年でフランス本土の平均給付単価の 70％を下限とする給付単価まで引

き上げられる。当初配分の給付単価が全国平均を上回る場合には、当初配分の給付単価の 30％を限

度に減額される。増額、もしくは減額は 2015 年より開始、2019 年までの 5 年間で実施する。なお、

コルシカでは 2015 年以降、コルシカ地域一律の給付単価が適用される。 
 

a) 基礎支払の特徴 

第 1 は基礎支払受給権の帰属である。基礎支払受給権は農業者個人のほか、「農業者」とみなさ

れる法人に帰属する。GAEC、EARL等の法人は農業者とみなされる 31。すなわち、会社の統治

（contrôle）を行う構成員それぞれは、会社とは別に個人の資格で経営を持たない限り、農業者とは

みなされない。 
第 2 は譲渡可能である。基礎支払受給権は所有権として保有、もしくは、賃借により保有できる。

賃借人は賃貸借契約により受給権を保有するが、他人に譲渡することはできない。賃貸借契約が満

了した場合には受給権は所有者に返還される。なお、フランス本土およびコルシカで設定された受

給権は地域間の移転はできない。 
第 3 は権利の失効である。受給権を 2 年間行使しない場合には、行使されていない受給権につい

て政府留保に移管される。一般に、給付単価の低い基礎支払受給権が政府留保に移管される。賃借

された受給権と所有される受給権がある場合、所有される受給権が優先的に政府留保に移管される。 
第 4 は価値の変更である。支払の給付単価は前年の実績をもとに 2015 年に決定され、2019 年ま

で毎年の給付単価が予定されるが、再分配支払の配分枠や政府留保分の拡大等、事後的な政府の決

定に応じて、変更されることがある。すなわち、2015 年に決定された給付単価とその後に予定され

る給付額は保証されたものではない。 
 

b) 基礎支払受給権の譲渡 

基礎支払受給権の譲渡は所有権移転もしくは賃貸借による（相続、贈与の際の所有権移転、賃貸

借契約の譲渡を含む）。以下の条件の下で行うことができる。①受給権の取得者は申請者要件を満

たすこと（受給権の譲渡者は申請者要件を満たす必要はない）。②受給権の譲渡者、取得者は当該

年度の直接支払の申請期限前に所定の様式に署名の上、提出しなければならない（2017 年受給申請

の期限は同年 5 月 15 日。なお、受給権の譲渡にかかる届け出と当該年度の給付申請が同時でも可）。

③受給権の譲渡が農地の譲渡を伴う場合、受給権の給付単価に変更がない。すなわち、農業者が別

の農業者に圃場を売却するとき、売却する圃場面積と同数の受給権を同時に譲渡する場合である。

                                                      
29 第一の柱のうち、自然制約地支払、小規模農業者支払を採用していない。 
30 関連法令は農事・漁業法典第 D615-19 条～D615-29 条。 
31 GAEC（Groupement Agricole d’Exploitation en Commun、農業共同経営集団）は 1962 年農業基本法補完法により制定さ

れた 2～10 人の構成員の出資（資本、もしくは役務や知識）から成る法人で、構成員は農業経営者に限定される。共同の

利益を追求する組合型の法人。EARL（Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée,、有限責任農業経営）は 1985 年に制

定された 10 人以下の構成員による法人で、経営に参加しない構成員の持ち分が過半を越えてはならない。今日、法人形

態の中では最も支配的で、その過半が従事者１人の経営であるのが特徴。 
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また、賃借地を前賃借人から新賃借人が取得するとき、移転する圃場面積と同数の受給権を同時に

譲渡する場合である。農地の譲渡を伴うものとみなされる。他方、受給権の譲渡が農地の譲渡を伴

わない場合、受給権の給付単価が減額される。賃貸借契約が満了し返還されるとき、受給権の給付

単価は減額後の給付単価である。2016 年、2017 年の両年に農地の譲渡を伴わない受給権の譲渡に

かかる届け出がある場合には、給付単価が 50％減じられる。2018 年に農地の譲渡を伴わない受給

権の譲渡にかかる届け出がある場合には給付単価が 30％減じられる。 
 

c) 政府留保の配分 

受給権への新規のアクセスは政府留保の配分による。政府留保により新たに設定される受給権の

給付単価は全国の平均給付額となる。また、すでに保有する受給権の給付単価が全国の平均給付単

価を下回る場合、政府留保の配分の申請を行うことで、平均給付単価の受給権を得ることができる。

不可抗力および特殊な状況下に適用されるプログラムにおいて設定される受給権の場合、申請者の

過去実績が斟酌される。政府留保の配分には以下の 4 つのプログラムのもとで実施される。 
第１は青年農業者プログラムである。対象となるのは、 
 

i. 基礎支払の最初の給付申請の年に 40 歳以下であること 

ii. 申請前 5 年の間に経営者資格を取得していること（2017 年に初めて申請する場合には 2012 年 1 月以降、

経営者資格を取得のこと。） 

iii. 第 4 水準（高校卒業程度に相当）の修了証を有するか、一定の職業経験により得た技能を活用できるこ

と 

の各要件を満たす農業者である。なお、経営を統括する構成員の一人が上の青年農業者の要件を満

たすとき、その構成員が参加する法人は青年農業者とみなされる。 
第 2 は新規経営取得者プログラムである。対象となるのは、 
 

i. 申請前 2 年の間に経営者資格を取得していること（2017 年に初めて申請する場合には 2015 年 1 月以降、

経営者資格を取得のこと。） 

ii. 経営者取得に先立つ 5 年の間に、経営を統括したことがないこと 

の各要件を満たす新規経営取得者である。なお、教育水準、技術取得に関する要件はない。 
第３は公共事業プログラムである。対象者は、 
 

i. 過去の公共事業計画のため、2009～13 年の間、単一支払（2007－2014 年のデカップリング支払の呼称）

の権利を放棄した経営者、もしくは 2014 年に公共事業の稼働により農地の一部を利用できなかった経営

者 

ii. 政府留保の受給権を申請する年の前年において営農を行うため、一時的に工事に使用された農地の返還

を受けた経営者 

である。受給権の給付単価は全国平均（もしくはコルシカ地域平均）の給付単価である。 
第 4 は不可抗力および特殊な環境下にある経営に関するプログラムである。以下の理由により、

2015 年に直接支払に関する申請を行えなかったため、基礎支払の配分を受けられなかった経営を対

象とする。 
 

i. 長期にわたって就業不能であったため（保険に関する証明を要する） 

ii. 深刻な自然災害が経営に重大な影響を及ぼしたため（自然災害に関する政令による証明を要する） 

iii. 事故による畜舎の倒壊（保険に関する証明を要する） 
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iv. 家畜の疾病や病虫害が家畜や作物の全部もしくは一部に影響を及ぼしたため（県知事令による証明を要

する） 

 
基礎支払受給権の給付単価は 2014 年の給付額に基づき算定される。 
なお、青年農業者、新規経営取得者、不可抗力を受けた農業者に関するプログラム（programme 

force majeure et circonstances exceptionnelles）は義務的歳出である。すなわち、政府留保による受給

権数が不足する場合には、必要な配分数量を基礎支払受給権の保有者すべての給付単価の一定割合

を削減して確保する。なお、公共事業の影響に関するプログラムは義務的歳出ではなく、残る政府

留保の範囲で申請者に配分される。 
 

2) グリーニング支払 

基礎支払額に比例して受け取るデカップリング型の直接支払である 32。2015 年、グリーニング支

払の平均給付単価は 84 ユーロ/haで、フランスでは直接支払給付総額の 30％、22 億ユーロ/年が充

てられる。 
その要件は、①自然草地の割合を州レベルで維持すること、②栽培作物を多様化すること、すな

わち、一般に 3 種以上の作物を栽培すること、③経営内の環境インフラ面積を 5％以上に保つこと、

である。 
上の 3 要件の順守の代替措置が以下である。①経営全体で有機農業（転換中を含む）を行う農業者

であれば、3 要件を満たしたものとみなされる。②部分的に有機農業を（転換中を含む）を行う農

業者の場合、有機農業を実践する面積について 3 要件をみたす。また、有機農業が行われていない

圃場が一体的な経営の一部であれば、同様に 3 要件を順守したものとみなされる。③以下、3 要件

の代替として、ア）トウモロコシの生産者について、栽培作物の多様化の要件に代わり、冬季カバ

ークロップを収穫後 15 日以内に播種し、翌年 2 月 1 日まで植生を維持すること、イ）その他の生

産者について、自然草地の維持、および環境インフラの保全の代わりに、同様に冬季カバークロッ

プを作付けることである 33。 
 

3) 青年農業者に対する付加支払 

 青年農業者に対する付加支払は、34haを限度に全国一律に基礎支払に 70 ユーロ/haを上乗せし給

付する措置である 34。2015-2020 年間の予算総額は 7,500 万ユーロ/年である。 
 給付対象者は、①給付申請の年に 40 歳以下であること、②給付申請に先立ち 5 年以内に経営者

資格を取得（2017 年に申請する場合、2012 年 1 月以降に経営者資格を取得）、③第 4 水準（高校卒

業程度に相当）の教育終了資格の保持、もしくは、職業経験に基づき得られた一定の技能を有する

すなわち、第５水準（高校 1 年程度に相当））の教育終了免状を有するか、中等教育の修了証書を

持ち、経営者資格取得に先立つ 5 か年に 40 か月以上の農業生産部門における就業経験を証明する

こともしくは、経営者資格取得に先立つ 3 か年に 24 か月以上の農業生産部門における就業経験を

証明することが求められる。 
 なお、上の要件を満たす構成員がいる法人は給付対象となる。 
 

4) 再分配支払 

 再分配支払は 52haを限度に基礎支払に全国一律に概ね 2015 年 26 ユーロ/ha、2016 年 51 ユーロ

/ha、2017 年に 75 ユーロ/ha、2018 年に 100 ユーロ/ha（2019 年、2020 年は同額）を上乗せし給付す

る措置である 35。第一の柱の財源のうち、2015 年 5％、2016 年 10％、2017 年 15％、2018 年以降

                                                      
32 農事・漁業法典第 D615-31 条～D615-36 条。 
33 Cap sur la PAC 2015-2020 http://agriculture.gouv.fr/cap-sur-la-pac-2015-2020-0 による。 
34 農事・漁業法典第 D615-37 条。 
35 農事・漁業法典第 D615-30 条。 

http://agriculture.gouv.fr/cap-sur-la-pac-2015-2020-0
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20％とする方針である。2015-2020 年間の予算総額は 65 億ユーロが見込まれる 36。フランス農政当

局文書にはその目的として、平均的な規模より小さい経営が行うような付加価値生産、労働集約的

な雇用創出型の生産を支援することを挙げている。 
しかし、2016 年８月、ルフォル農相は 2017 年に第一の柱の財源の 15％を再分配支払に充てる計画

を凍結、2016 年と同様、10％とすることとした。2016 年の穀物収量が歴史的低水準でかつ、価格

が低迷したことを理由に挙げる 37。 
 

5) カップリング支払 

 カップリング支払はEU規則が「経済的に困難（en difficulté économique）」な部門として認める部

門が対象となる 38。国別の直接支払総額の 13％を限度に給付可能（フランスの配分額の 1％相当は

7,500 万ユーロ）であり、これに欧州委員会との交渉で獲得した植物タンパク生産の奨励に 2％を充

当することが可能である。フランスでは直接支払総額の 15％をカップリング支払に充当する。上述

の通り、カップリング支払を活用した畜産経営支援が目的である。カップリング支払充当分 11 億

ユーロ/年のうち、9.13 億ユーロ/年が畜産部門を対象とした給付に充てられる。 
以下、順に見たい。従来より講じられてきたカップリング支払には「継続」と記した。 
 

a) 繁殖雌牛（継続） 

 2017 年給付総額 6.2 億ユーロ、対象頭数は経営当たり 139 頭を限度に給付単価は 70~176 ユーロ/
頭である。給付単価は保有する頭数に応じて異なり 50 頭目までの給付額 176 ユーロ、51～99 頭目

までの給付額 130 ユーロ、100～139 頭目までの給付額 70 ユーロである。GAEC（農業協同経営集

団）39の場合、経営当たり限度頭数に構成員数が乗じられる。 
給付要件は、①繁殖雌牛 10 頭以上、もしくは雌牛 3 頭以上かつその他草食家畜 10UGB（大家畜単

位）以上、保有する経営者であること②助成申請日翌日から 6 か月間、助成対象となる雌牛を保有

すること、なお、申請日翌日から 6 か月の間、対象雌牛頭数のうち 30%を限度に未経産牛に更新可

能③雌牛 1 頭当たりの生産能力 0.8 頭/年以上（ただし、コルシカの移牧の場合、0.6 頭/年）である

こと。④対象となる雌牛は肉専用種、もしくは乳肉兼用種で、後者の場合、搾乳牛を除く。搾乳牛

頭数は生乳出荷量を平均搾乳量（もしくは一律 5,500kg/頭）で除した値に 20％を加算して求められ

る。⑤現行関連法規に則り飼養すること、⑥新規生産者について、経営者取得後 3 年間、申請頭数

の 20％まで未経産牛を含めることができる。⑦対象限度総頭数は国内で 384.5 万頭であり、これを

超える場合には助成単価を削減して調整の 7 つがあげられる。 
 

b) 乳牛（2015 年新設） 

2017 年給付総額 1.3 億ユーロ、給付単価は 34~70 ユーロ/頭である。乳用種もしくは兼用種で搾

乳する牛が対象となり、条件不利地域等において単価上乗せがある。すなわち、山岳地域、山間地

域、山麓地域の給付単価はおおむね 70 ユーロ/頭で、加えて、同地域の新規生産者について、経営

者資格取得後 3 年間、15 ユーロ/頭程度が加算される。その他の条件不利地域における給付単価は

おおむね 34 ユーロ/頭で、同じく、同地域の新規生産者について、経営者資格取得後 3 年間、10 ユ

ーロ/頭程度が加算される。 
給付要件は、①酪農年度末（3 月 31 日）の間、牛乳を生産する家畜を飼養すること②申請時に乳用

種、兼用種のメス牛を保有すること③現行関連法規に則り飼養すること④山岳地域、山間地域、山

麓の経営当たりの対象限度頭数は 30 頭、それ以外の条件不利地域では 40 頭となる。⑤GAEC（農

業協同経営集団）の場合、対象頭数に構成員数が乗じられる⑥繁殖肉牛と同様に、申請後、6 か月

間、助成対象家畜を保有しなければならない。保有義務期間中、助成対象家畜頭数の 30%を限度に

未経産牛の更新ができる。 
 
                                                      
36 APCA, Chambre d'agriculture. N.1035, Août-Septembre 2014.による。 
37 Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Communique de presse. le 1er août 2016. 
38 耕種作物について農事・漁業法典第 D615-38 条～D615-40 条、家畜について農事・漁業法典第 D615-41 条～D615-43 条。 
39 注 4 参照 
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c) 母牛授乳認証子牛（継続）および有機認証子牛（2014 年導入） 

2017 年給付総額 480 万ユーロ、給付単価おおむね 36.5~73 ユーロ/頭である。細則を順守した認

証子牛、もしくは有機生産による子牛を対象とした助成措置である。前者の給付額はおおむね、36.5
ユーロ/頭、後者の給付額はおおむね、73 ユーロ/頭である。 
給付要件は、①申請の前年度に先立つ年度に母牛授乳認証子牛、有機認証子牛の生産を行ったこと

②母牛授乳認証子牛について、申請の前年 1 月 1 日現在、認証子牛の保護・管理団体に加入してい

ること③現行関連法規に則り飼養することである。 
 

d) 羊（継続、2015 年以降拡充） 

2017 年給付総額 1.2 億ユーロ、給付単価おおむね 15～32 ユーロ/頭である。 
対象は搾乳用、もしくは、肉用の雌羊である。羊に対するカップリング支払には種々の加算金が

あるのが特徴である。1 つめは、基礎単価として 15 ユーロ/頭、これに 500 頭まで 2 ユーロ/頭が加

算される。2 つめは、一定の生産性基準（雌羊 1 頭当たり 0.8 頭/年出荷）を満たす場合、もしくは、

契約生産もしくは直販を行う場合に９ユーロ/頭の加算措置である。３つめは、新規生産者について、

羊生産開始後 3 年間、6 ユーロ/頭の加算措置がある。 
給付要件は、①2 月 1 日現在、助成対象の雌羊 50 頭以上飼養すること②常に家畜を局地的に管理

すること③雌羊 1 頭当たりの出荷頭数が 0.5 頭未満の場合、助成対象頭数に応じて助成単価が減額

される④現行関連法規に則り飼養すること⑤助成対象頭数のうち 20％を限度に更新用の未経産羊

を算入できるという。ただし、助成申請の前年 12 月 31 日までに更新用未経産羊を特定することが

条件である。 
 

e) ヤギ（継続、2015 年以降拡充） 

 2017 年給付総額 1,400 万ユーロ、給付単価おおむね 17 ユーロ/頭である。経営当たり 400 頭を限

度とする。乳用もしくは肉用の雌ヤギを対象とする助成である。 
 給付要件は、①25 頭以上の雌ヤギにかかる申請を行うこと②当該年度の 2 月 1 日より 100 日間、

助成対象となる家畜を保有すること③常時、家畜を局地的に管理すること④現行関連法規に則り飼

養すること⑤助成対象頭数のうち 20％を限度に更新用の未経産ヤギを算入できる。ただし、助成申

請の前年 12 月 31 日までに更新用未経産ヤギを特定することが条件である。 
 
さて、フランスではたんぱく源作物の支援のための直接支払に第一の柱の給付総額の 2％を配分、

以下の 5 種類の支払に 1.5 億ユーロが充てられる。マメ作物および乾草アルファルファについて従

来の助成を継承、植物性たんぱく源計画の一環として新たに、大豆、飼料作物種子、畜産経営のマ

メ科自給飼料作物について助成を新設した。植物性たんぱく源計画については後述する。 
 

f) 畜産経営者によるマメ科飼料作物（単作、混播）（2015 年新設） 

2017 年給付総額 9,400 万ユーロ、最低給付単価 100 ユーロ/ha で、給付単価の増額は申請面積に

応じ年度末に確定される。畜産経営における自給飼料生産の向上を目的とした助成措置である。 
給付要件は、①マメ科飼料作物面積を対象とし、マメ科作物以外（油糧種子、穀物、その他イネ科

作物）の混播の場合には、マメ科作物種子が 50％以上を占めること。②対象となるマメ科飼料作物

はエンドウ、ルピナス、ソラマメ（仏 féverole）、アルファルファ、クローバー、イワオウギ、ソラ

マメ（仏 vesce）、シナガワハギ、グラスピー（仏 jarosse、英 chickling pea）、serradelle（英 birdsfoot、
スミレの一種）、lotier（英 lotus、ミヤコグサ属）、コメツブウマゴヤシ（仏 minette）ある。③2015
年度には植生が認められること、もしくは 2014 年度に定着されていること。④植生が 3 か年以上

にわたる場合、播種が必要。⑤草食もしくは単胃動物を 5UGB 以上保有すること、もしくは、草食

もしくは単胃動物を 5UGB 以上保有する畜産経営者（助成申請は行わない）と直接契約のもとでマ

メ科飼料作物を栽培することである。 
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g) 大豆（2015 年新設） 

2017 年給付総額 580 万ユーロ、給付単価おおむね 100 ユーロ/ha である。フランスおよびヨーロ

ッパにおけるたんぱく源の自給率を高めることを目的とする。給付対象は大豆栽培面積となる。 
 

h) たんぱく源作物（エンドウ豆、féverole、ルピナス）（継続） 

2017 年給付総額 3,400 万ユーロ、給付単価おおむね 100 ユーロ/ha である。たんぱく源作物の生

産支援が目的である。 
 給付要件は、①たんぱく源作物の栽培面積、すなわち、エンドウ豆、féverole、ルピナスの栽培面

積が対象、②穀物との混播の場合、播種量の 50％以上（種子の粒数）がたんぱく源作物でなくては

ならないこと、③たんぱく源作物は乳白成熟（maturité laiteuse）期後の収穫とする。 
 

i) 乾燥飼料用のマメ科作物（継続） 

2017 年給付総額 770 万ユーロ、給付単価おおむね 100 ユーロ/ha である。マメ科作物の乾燥事業

者を支援し、植物たんぱく源の自給率に貢献することを目的とする。 
 給付要件は、①単作もしくは混播にてマメ科飼料作物を栽培する面積であること、②対象となる

飼料作物は、アルファルファ、クローバー、イワオオウギ（sainfoin：英）、vesces（vetches：英）、

スィートクローバー（melilotus：英）、 la jarosse（checkling pea 英）、la serradelle（birdsfoot：英）。

③申請農地から生産された生産物全量が当該年度において、農業者と乾燥事業者との契約の対象で

あることである。 
 

j) マメ科飼料作物の種子生産（2015 年新設） 

2017 年給付総額 380 万ユーロ、給付単価おおむね 150 ユーロ/ha である。この助成措置はマメ科

飼料作物の種子生産の支援とともに、畜産経営における飼料自給のもと高品質の飼料に対するニー

ズに応えるため十分な種子の供給支援が目的である。 
給付要件は、①認定種子の増殖のための栽培面積であること、②対象となる種子は 1982 年 9 月

15 日飼料作物種子の流通に関する政令に記載されるエンドウ豆、féverole、ルピナスを除くマメ科

作物種子であること、③生産された種子は農業経営者と種子増殖業者との契約に基づき生産された

種子であることである。 
 
 さて、以上カップリング支払のほぼすべてについて、漸減制、給付限度が設定される点、GAEC
の構成員数の配慮（給付限度頭数、面積について構成員数が乗じられる）される点、家畜頭数に応

じた支払については、新規生産者、とくに若手農業者に加算、もしくは優遇措置が講じられる点が

特徴的である。 
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図表 23  

 
 
 たんぱく源作物以外の耕種生産に対するカップリング助成には以下がある。 
 

k) 硬質小麦（継続） 

2017 年給付総額 670 万ユーロ、給付単価おおむね 25 ユーロ/ha である。伝統的な生産地域におけ

る高品質デュラム小麦の生産面積の確保を目的とし、プロヴァンス・アルプ・コートダジュール州、

オクシタニー州の各県とローヌ・アルプ地方の Drome、Ardeche の両県が対象となる。 
対象面積は集荷業者との年間出荷契約に基づく収穫面積となる。 
 

l) 加工用果実等（2015 年新設） 

2017 年給付総額 1,500 万ユーロ、給付単価おおむね 255～1,066 ユーロ/ha である。以下の５品目

の加工原料生産の支援が目的である。これら果実の加工部門の収益は地元産原料の確保に大きく依

存する。 
対象となるのは、ドライフルーツ用アンテ種プラム（prunes d’Ente）（給付総額 1,200 万ユーロ、

おおむね 833 ユーロ/ha）、加工用ビガロー種サクランボ（cerises bigarreau）（50 万ユーロ、おおむね

386 ユーロ/ha）、加工用パヴィ種モモ（pêches pavie）（7 万ユーロ、おおむね 255 ユーロ/ha）、加工

用ウイリアム種梨（poires williams）（40 万ユーロ、おおむね 1065 ユーロ/ha）。加工用トマト（290
万ユーロ、おおむね 1066 ユーロ/ha）。 
 給付要件は、①当該年度の助成申請の締め切り前に加工用果実の認可生産者団体に加入している

こと、もしくは職能間で合意された形式の加工契約を締結していること。②収量が 2.5 トン/ha 以上

であること（有機栽培の場合には 1.25 トン/ha 以上）。なお、収量は３か年の平均収量のうち最も低

い年の平均収量を除いた 2 か年の収量の平均を用いる（アンテ種プラムのみ適用）。 
 

生産物に対する直接支払（カップリング支払い）の内訳

（百万ユーロ）

生産額に占
める割合

（％）※

穀物 22 8 7 0.1
うち　硬質小麦 8 8 6 2.1
　　　軟質小麦 2 0 0 0.0
たんぱく源作物 74 44 58 26.6
馬鈴薯 16 7 2 0.1
亜麻、麻、タバコ 84 89 93 14.6
野菜 8 5 10 0.2
果実 172 135 151 4.7
ブドウ・ワイン 0 0 0 0.0
牛 706 644 642 9.7
羊・ヤギ 124 131 131 15.4
ブロイラー 2 17 2 0.1
牛乳・乳製品 2 2 92 1.1
計 1,211 1,089 1,196 1.7
※生産額は販売額＋生産物に対する直接支払い

資料： Mminist è         

Sources : Insee, Agreste,  ASP - Comptes de l'agriculture – Base 2010

2016

2010 2014
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m) でんぷん用馬鈴薯（2015 年新設） 

2017 年給付総額 190 万ユーロ、給付単価おおむね 82 ユーロ/ha である。地場産馬鈴薯原料による

でんぷん生産業界の基盤強化を目的とし、必要なでんぷん生産に適した馬鈴薯品種を支援すること

が目的の助成措置である。 
給付要件は、①でんぷん用馬鈴薯を栽培すること。②生産者と一次加工業者、もしくは生産者と申

請者が加入する生産者組織や協同組合との間で結ばれた栽培契約の対象となる面積であること。 
 

n) ホップ（2015 年新設） 

2017 年給付総額 33 万ユーロ、給付単価おおむね 427 ユーロ/ha である。アルザス州およびノールパ

ドカレ州におけるビール醸造業に不可欠なホップ生産の振興を目的とした助成措置である。ホップ

栽培面積が助成対象となる。 
 

o) 麻（継続） 

2017 年給付総額 170 万ユーロ、給付単価おおむね 141 ユーロ/ha である。 
 給付要件は、①認証種子を扱う企業と栽培契約を結んだ面積であること。②認証種子を用いるこ

ととし、栽培する麻の品種は EU 規則に基づき、テトラヒドロカンナビノールの含有量が 0.2％以

下でなければならない。 
 

p) イネ科種子生産（2015 年新設） 

2017 年給付総額 48 万ユーロ、給付単価おおむね 150 ユーロ/ha である。マメ科飼料作物の種子生

産に対する支援と合わせて、畜産経営の飼料自給に必要な良質の種子を十分供給することを目的と

した助成措置である。 
給付要件は、①認証種子の増殖のための栽培面積。②飼料作物種子の流通に関する 1982 年 9 月

15 日政令に記載されるイネ科の飼料作物を栽培すること。③生産者と種子増殖事業者との間で結ば

れた契約に基づく面積であること、である。 
 

q) 米（2017 年新設） 

2017 年給付総額 200 万ユーロ、給付単価おおむね 100 ユーロ/ha である。米栽培面積の維持を目

的とした助成措置である。米の栽培面積が対象である。 
 
※植物性たんぱく源計画（plan « protéines végétales»） 

2012 年 12 月、社会党政権下、ルフォル農相が打ち出したアグロエコロジー構想の一環として 40、

総合防除を通じた生産の展開と販路の確保を目指し、2016 年に植物性たんぱく源計画（plan « 
protéines végétales»）が定められた。同計画の立案の背景として、農政当局が掲げるのは下記のと

おりである。 
 第 1 は、世界的な植物性たんぱく源の需要の高まりである。植物性たんぱく源の世界市場は国際

市場の 60％を輸入する中国における強い需要によりひっ迫、価格は上昇傾向にある。アジア諸国で

は、動物性たんぱく質を基盤にした食習慣とともに西洋型の生活様式に転換、家畜飼料需要が旺盛

であり、多くをアメリカ、ブラジル、アルゼンチンから輸入している。とりわけ、今日、アメリカ

からの輸出の流れはヨーロッパに向いているが、いずれ、主流はアジア向けに変わると懸念する。 
 第 2 は、ヨーロッパにおける構造的な植物性たんぱく源の輸入依存である。1960 年代の GATT
合意に基づき、ヨーロッパの穀物に関する保護関税の代わりに油糧種子と穀物代替品の輸入関税が

引き下げられた。輸入依存は 1970 年代以降、高い水準で推移し、EU の畜産の発展、ひいては食品

                                                      
40 「アグロエコロジー構想」に連なる政府行動計画に農薬使用の半減を目指す「エコフィト 2018 計画（Plan Ecophyto 
2018）」、有機農業面積の割合を 6％に引き上げることを目指す「有機アンビション 2017（Ambition Bio 2017）」、家畜への

抗生物質投与の 25％削減等を目標とする「エコ抗生物質計画（Plan Ecoantibio）」、作物生産における窒素投入の削減や窒

素肥料の自給の促進を推進する「窒素自給・メタンエネルギー計画」等、作物生産における窒素投入の削減や窒素肥料の

自給の促進、家畜飼養における糞尿の有効利用等がある。 
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産業の成長を植物タンパク源の供給の過半をアメリカ大陸に負うことで、ヨーロッパにおける畜産

と穀物部門における EU の域内優先原則を確立した。 
今日、すべてのたんぱく源（とくに、大豆、および大豆油粕）を合わせた EU 域内の自給率は家

畜飼料向けの輸入依存の大きさを反映し 35％と推定されている。なお、フランスは同じ期において、

植物性たんぱく源の自給率は 60％、2011/12 年は 63％に上昇する見込みであった。他方、オースト

リアが主導しドナウ川沿いの中東欧諸国や北部イタリアを巻き込む NGO「ドナウの大豆」が力を

つけ、EU 域内において大豆生産への関心を喚起した。これら諸国ではトウモロコシの集約生産に

大豆を組み入れた輪作体系（トウモロコシ生産に 5 年に１回大豆を導入、すなわち、トウモロコシ

生産の 2 割を大豆に転換）の普及が進んでいる。 
 第 3 は、フランスにおけるたんぱく源作物の後退である。フランスでは 2000 年代初頭よりたん

ぱく源作物面積は減少し、2012/13 年、普通畑作におけるたんぱく源作物の播種面積は 2％以下に過

ぎない。衰退の原因はエンドウ豆の生産面積の減少で、栽培技術的な問題と経済的の問題の複合要

因とされる。栽培技術的には、糸状菌（Aphanomyces）の発生による被害や温度変化や水ストレス

への感受性の強さにより収量変動が大きいことが指摘される。なお、エンドウ豆の収量は小麦の 1/2
の程度である。他方、たんぱく源作物の経済性は他の作物に比べ劣る。穀物、菜種、ヒマワリに比

べて生産費が低いにもかかわらず、その価格は小麦や菜種と同程度の土地収益性を確保できる水準

にはない。 
 生産量の減少に伴い、エンドウ豆向けのサイロの設置に協同組合は消極的、十分な供給量がなけ

れば投資は進まない。また、生産量の減少により、ロットの確保や供給者を探す費用や流通費用を

引き上げている。配合飼料メーカーでは、配合飼料の原料となっていたエンドウ豆から他の原料に

代替が進み、年間の供給計画の立案上、エンドウ豆を使いたがらないという。 
 マメ科飼料作物は 1950 年代末以降減少し始め、300 万 ha から 2010 年センサスでは 27.8 万 ha に
落ち込んだ。マメ科飼料作物の生産減により、窒素肥料の投入や草食家畜における油粕ベースの補

完飼料に大きく依存した栽培・畜産システムの集約化が進んだ。自給飼料用の乾草向けアルファル

ファ栽培について、2010 年に 6,500 人の農業者が 7 万 ha を作付けるが、2006 年比で 25％減である。

大豆については近年、4 万 ha とわずかであるが、助成制度の新設の影響もあり、2014～15 年度に 7
万 ha 程度まで作付けが拡大する見込みとなっている。 
 第 4 は、たんぱく源作物の環境保全上のメリットである。配合飼料に導入されるたんぱく源作物

は菜種やヒマワリの搾油から得られる国内産油粕と組み合わされ、家畜飼料における大豆油粕の代

替飼料として好適である。他方、マメ科作物は窒素施用を必要とせず、窒素を固定、後作の肥料施

用を削減できる。また、輪作体系におけるマメ科作物の導入は窒素消費を削減し、化石燃料消費を

軽減、温室効果ガス削減に貢献できる。輪作の開始作物として、作業の軽減に寄与する点も一興で

ある。 
 第 5 は、フランス国内における有機畜産における需要拡大である。有機普通畑作は近年、飛躍し、

2007～12 年間に面積ベースで 83％拡大した。しかし、まだまだ国内の需要を満たすには至らず、

同期間に有機たんぱく源作物面積は 78％増加し、窒素量換算で 4.7 万トンに拡大、が、国内不足分

は 1.3 万トンである。有機生産部門において、単胃家畜の有機生産飼料の細則において、慣行飼料

の 5％混入を例外的に認めてきたが、当初 2012 年までと定められたが、2014 年に延長、たんぱく

源作物の不足の状況下で、2017 年までに再延長された。 
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図表 24  

 
 

図表 25 

 
 
※畜産経営に対する特別支払について 
 オランド社会党政権下におけるステファン・ルフォル（Stéphane Le Foll）相は 2013 年 3 月、酪

農、肉牛部門に対する特別カップリング支払の給付を表明、4,000 万ユーロの予算が投じられるこ

ととなった。その内訳は酪農 2,000 万ユーロ、繁殖肉牛 1200 万ユーロ、肥育若牛 800 万ユーロであ

る。対象となるのは主として、2013 年中に被る償還の負担額から経営的に脆弱な新規生産者や最近

投資を行った生産者である。新規生産者は一定の職業能力を有し、持続的経営取得計画（projet 
d’installation viable）を提示し 2008 年 5 月 16 日から 2013 年 5 月 13 日の間に営農を開始しているこ

直接支払等経営補助金の内訳

（百万ユーロ）

1990 2000 2010 2016

生産物に対する補助金 615 6,567 1,211 1,196

経営補助金 1,014 1,358 8,442 8,150

　　 自然災害補償 244 72 118 41

条件不利支払 284 374 528 1,001

草地奨励金 0 190 250 0

その他農業環境支払 0 91 226 290

単一支払・基礎支払 0 0 6,922 3,932

         グリーン支払 0 0 0 2,154

その他補助金 486 631 398 393

税額控除（国内措置） 0 0 0 339

利子補給 656 223 80 2

要素所得に占める補助金・利子
補給の割合（％）

9.7 35.5 39.5 40.5

資料： Mminist ère de l’Agricultu       

Sources : Insee, Agreste,  ASP - Comptes de l'agriculture – Base 2010
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と、最近投資を行ったものとは、2007 年 1 月 1 日から 2012 年 12 月 31 日までの間に畜舎近代化計

画（plan de modernisation des bâtiments d’élevage）、もしくはエネルギー効率改善計画（plan de 
performance énergétique）の助成制度の下で投資補助金を利用した生産者である。 
酪農部門の特別支払対象者はおよそ 19,300 人、出荷量 1,000 リットル当たり 6.5 ユーロ、繁殖雌牛

の対象者はおよそ 14,600 人、上述の繁殖雌牛に対するカップリング支払に 17.50 ユーロ/頭の加算、

肥育若牛の生産者訳 3,300 人に対して、24 頭を限度に 60 ユーロ/頭の給付が見込まれた。 
 

④ CAP「第二の柱」における直接支払、その他経営支援策 

1) 条件不利地域支払（Indemnité compensatoire de handicaps naturels, ICHN） 

 フランスにおけるCAP 2015-2020 の国内適用において特筆に値するのが、条件不利地域支払制度

の大幅拡充である 41。条件不利地域と平坦地域における所得差の拡大が条件不利地域支払の引き上

げの背景である。加えて、2014 年まで実施されていた草地に対する支払である農業環境草地奨励金

（prime herbagère agro-environnementale (PHAE)）が条件不利地域支払に統合された。2014 年、条件

不利地域支払の基礎給付額を 15％引き上げて、70 ユーロ/haとし、給付の上限面積を経営当たり 50ha
から 75haまで拡大した。2017 年の総給付額は 10.6 億ユーロとなった。2013 年の条件不利地域支払、

農業環境草地奨励金の給付総額はそれぞれ 3 億ユーロ、5.5 億ユーロであった。条件不利地域支払

創設以来の給付額の引き上げである。約 9.9 万人が対象になる見込みである。 
給付要件は、①経営地の 80％以上が条件不利地域もしくは山間地域に立地すること（なお、80％

に達しない場合には助成金は条件不利地域に含まれる農地のみが対象となり、山間地域に含まれる

農地について助成金は減額支給される）、②所得の 50％以上を農業活動から得ていること（農業活

動から 50％以上の所得を得ていない経営者について、農外所得に応じて助成金の対象となる上限面

積が減じられる）である。 
加えて、家畜に対する支払については、③条件不利地域において飼料生産 3ha 以上（草地もしく

はその他、飼料作物や自給飼料用穀物の生産）の経営を行うこと、④3LU（大家畜単位）以上の家

畜（草食家畜、もしくは豚）を使用することである。なお、2016 年以降、酪農専門の経営も支払の

対象となる。 
耕種作物に対する支払について、⑤山間地域において、販売用作物の栽培が可能な面積を 1ha 以

上経営すること。 
助成金の給付額は、①75haまでの 70ユーロ/haを基礎給付額とし、すべての条件不利地域に適応、

②25ha まで指定地域に応じて設定された単一給付額を加算、③25~50ha について、単一給付額の 2/3
が加算される。なお、単一給付額は飼養方法に応じて加算、④基礎給付、単一給付ともに、地域ご

とに定められる飼養密度に応じて加算/減額、⑤単一給付額は各州の農村振興プログラムにおいて欧

州委員会の協議のもと、次の給付単価を限度に定められている。 
  

                                                      
41 農事・漁業法典第 D113-16 条。 
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図表 26 フランスの山間地域および条件不利地域 
 

 
資料：Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la foret. 

 
耕種作物に対する助成は高山地域、山間地域のみが対象である。単一給付は 25ha までの面積を

対象とし、25～50ha については 25ha までの給付単価の 2/3 である。 
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図表 27  

 

図表 28 

 

25haまでの飼料生産面積に対する上限給付単価

（ ユーロ/ha）

乾燥地域 その他 乾燥地域 その他 乾燥地域 その他 乾燥地域 その他

385 382 316 235 154 96 138 85

資料： M inistère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la foret.

山岳地域 山間地域 山麓地域 その他条件不利地域

普通条件不利地域山間地域

条件不利地域支払の給付要件等の変更

2007－2014年 2015年以降

営農活動
農業者年金受給者は除外。 最初の給付から ５ 年

間の営農継続。
削除

年齢 65歳未満 削除

兼業

山間地域においては２ SM IC1)以上、 その他の

条件不利地域では0.5SM IC以上の農外所得があ

る場合は対象外。 また、 山間地域において農外

所得１ ～２ SM ICの場合には経営面積25ha未満

が対象。

同左

経営地・ 居住地
経営の所在地、 経営者の居住地が条件不利地域

内にあるこ と

山間地域において経営の所在地は条件不利地域

外でも 良い。 その他条件不利地域について経営

の所在地が条件不利地域内にあるこ と 。 経営者

の居住地に関する制限は削除

経営面積 3ha以上 同左

GAEC＊ 1992年以降設立の部分GAECは対象外
限度面積等は構成員数を乗じ る。 ただし 完全

GAECのみ対象２ ）

家畜飼養
3LU以上の家畜を保有するこ と 。 給付対象面積

は飼料生産面積および自給穀物飼料面積

同左。 山間地域について新たに養豚経営を対

象。

飼養密度

県が定める最適飼養密度の上下限を超える、 も

し く は達し ない場合に給付単価を減額調整。 な

お、 県は山間地域の場合、 0.1～２ LU/ha、 そ

の他条件不利地域の場合、 0.35～２ LU/haの範

囲で最適飼養密度を定める。

農村振興プログラ ム（ 州主催による設計） が給

付対象と する最適飼養密度の上下限を定める。

なお、 同プログラ ムは県は山間地域の場合、

0.1～２ .3LU/ha（ 下限値以下は対象外） 、 そ

の他条件不利地域の場合、 0.35～２ LU/ha（ 上

下限内のみ給付対象） の範囲で最適飼養密度を

定める。

耕種生産
販売用に1ha以上の耕種生産を行う こ と 。 所定

の作物について乾燥山間地域のみ対象。

山間地域においてすべての販売用の作物につい

て給付対象。

給付額
25～250ユーロ/haの範囲で県が定める（ 25ha

までの加算部分を除く ） 。

農村振興プログラ ムにおいて、 以下の上限給付

単価の範囲内で定める。 山間地域の上限額は

450ユーロ/haに、 また、 家畜飼養の対象者に

ついて、 70haまで基礎給付70ユーロ/ha。

対象限度面積
飼料生産面積50haを限度、 耕種生産面積50ha

を限度（ 乾燥山間地域のみ） 。

飼料生産面積75haを限度、 耕種生産面積50ha

を限度。

資料： M inistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Évaluation des paramètres de l’indemnité

compensatoire de handicaps naturels ( ICHN) : principaux résultats. Analyse, n.106. 2017.

1)  SM IC(Salaire m inimum de croissance)は法定最低賃金で、 毎年１ 月に改訂さ れる。 2018年１ 月現在、 時給

9.88ユーロ、 月額1498.47ユーロ、 年額17981.60ユーロである（ https://www.service-public.fr/による） 。

2) GAEC（ Groupement Agricole d’Exploitation en Commun、 農業共同経営集団） は1962年農業基本法補完法に

より 制定さ れた2～10人の構成員の出資（ 資本、 も し く は役務や知識） から 成る法人で、 構成員は農業経営者に限

定さ れる。 構成員の経営をすべて統合し た「 完全」 GAECと 、 構成員の営農活動の一部を統合し た「 部分」 GAEC

がある。 「 完全」 GAECではすべての構成員が専業的にフ ルタ イ ムで就業し 、 平等に農作業や経営に参加し なけれ

ばなら ない。
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2) 農業環境気候措置（Mesures agro-environnementales et climatique (MAEC)） 

農業環境気候措置（MAEC）は経済と環境双方の成果（performance économique et performance 
environnementale）をつなぐ実践に取り組む農業者を助成する制度である 42。5 年間、特定の営農行

為を実施することを要件とする。従来から実施されてきた地域限定措置（mesures localisées）、地域

指定のもと地域固有の課題に対して特定の営農行為の実践を対象とした環境支払、家畜・作物の遺

伝資源の保護に関する措置に加えて、新たに農業経営の全体に関わる経営システムを対象とした措

置（mesures systèmes）が導入された。草地・放牧個別経営システム（個別型・集団型）、耕種畜産

複合経営システム、普通畑作経営システムの 3 種を対象とする。いずれも土地利用型の経営システ

ムである。 
 

a) 草地・放牧経営システム（個別型・集団型） 

永年草地を持続的に活用する畜産システムの維持が目的である。地域によって高まりつつある従

来の放牧畜産の消滅のリスクに応じて支援する。リスク 1 型は栽培条件が悪く、農地放棄や景観の

閉塞のリスクがある地域、リスク 2 型は栽培条件は中程度で、集約化や穀物生産への転換のリスク

がある地域、リスク 3 型は特に耕種生産の栽培条件が比較的高く、畜産の衰退や穀物生産への転換

のリスクが大きい地域、である。 
対象となる経営は、州が定める LU（大家畜単位）の下限以上の草食家畜を飼養すること、草地

面積が経営面積の 70％以上であることである。 
給付要件は、①家畜使用密度を 1.4LU/ha 以下とすること、②永年草地の転換を行わないこと、③

生垣、圃場内の樹木、藪、沼沢地、溝、伝統的な石積みの壁を維持すること、④永年草地にて農薬

を使用しないこと、⑤「目標圃場」（放牧地（prairies et parcours）の農地の生態学的機能のバランス

を維持する草地管理のモデル圃場）として指定した一部の圃場において特定の成果を約束すること

（「目標圃場」は草地面積の一部（20～50％））、⑥環境の質と農業生産力の維持に寄与する草地管

理の指標的な植物種の存在や、過度な放牧や低利用の放牧の排除が確認できなければならない。 
 給付額は従来の草地利用の放棄のリスクによる。リスク 1 型 58 ユーロ/ha、リスク 2 型 80 ユーロ

/ha、リスク 3 型 116/ha ユーロである。 
 

b) 耕種畜産複合経営システム 

飼料自給をはじめ、耕種と畜産の良好な相互関係に向かう経営を奨励すること、草地生産を優先

させること、有畜複合経営が減少する地域においてかかる経営の維持を図ることを目的とする。  
 対象となる経営は一定頭数（LU）以上の草食家畜を飼養すること、飼料面積に占めるトウモロ

コシの割合が一定以下であることである。飼養頭数やトウモロコシの生産割合は州が定める。 
給付要件は、①自然草地の転換を行わないこと、②家畜の種類に応じて、購入配合飼料を一定の

水準に抑えること、③地域の通常の農法を鑑み、耕種作物の農薬使用を削減すること（5 か年で除

草剤の処理頻度指数（indicateur de fréquence de traitement :IFT）43を地域平均の 40％削減すること、5
か年で除草剤以外の農薬のIFTを地域平均の 50％削減すること）、④窒素収支管理に関する技術支援

（総窒素収支の計算、窒素施肥に関するGPAに関する指導、期間終了後の成果）をモニタリングす

ることである。 
給付額は穀物生産主体、もしくは畜産主体の有畜複合経営の標準技術について州が定める指標や農

業者が達成すべき目標に関する地域レベルの指標（初年度の農法や 3 年目における取組の評価）に

基づき、州が定める。 
 

                                                      
42 有機農業と合わせて関連法令は農事漁業法典第 D341-7 条～第 D341-14 条。 
43 処理頻度指数（IFT：indicateur de fréquence de traitement）は農業経営における農薬使用量をモニターするための指標で、

１作期の農薬使用量×処理面積を当該農薬に定められる有効使用量×圃場面積で除した値で示される。 
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c) 普通畑作経営システム 

経営システム全体の持続的な改善に資する取り組みを支援し、とりわけ、農薬使用を制限しなが

ら、環境成果を改善することが目的である。 
対象となる経営は、耕種生産面積が経営面積の 70％以上であること、および、飼養家畜が 10UGB

以下であること。これら要件は一定規模以上の畜産施設を有する経営を除外するためである。 
 給付要件は、①耕地における作物の多様性の確保（主作物が 2 か年で 60％以上、3 か年で 50％以

上の作付面積を占めないこと。2 か年で 4 種以上の作物、および 3 年目から 5 種の作物を作付ける

こと。2 年目からマメ科作物を 5％以上作付けること（可能な地では 3 年目以降、10％以上））、②

輪作の実施（同一圃場に同一作物を連続して作付けないこと）、③農薬の使用制限。当該地域の経

営の平均的な農薬使用水準（処理頻度指数（IFT）による）量との比較で評価。使用量を漸減させ、

5 か年で予定の水準を達成すること。 
 二段の水準が達成すべき水準として設定される。水準 1 は、①除草剤の削減、すなわち、5 か年

で IFT を地域平均の 30％削減すること②除草剤以外の農薬削減、5 か年で IFT を地域平均の 35％削

減することである。水準 2 は、①除草剤の削減、すなわち、5 か年で IFT を地域平均の 40％削減す

ることで、②除草剤以外の農薬削減、5 か年で IFT を地域平均の 50％削減すること、③窒素肥料の

節減、窒素管理に関る技術的支援のモニタリングの実施、およびマメ科作物への施肥禁止をするこ

とである。 
なお、給付単価は、水準 1 では 90～121 ユーロ/ha、水準 2 では 152～234 ユーロ/ha の範囲で州が

設定。 
 

3) 有機農業助成 

有機農業への転換助成金は有機農業を開始しようとするすべての農業者が対象、他方、有機農業

を継続することに対する維持助成金は全国を対象とするものの、州が優先課題を設定し、環境保全

上の重要な地域の事業の一環として、地域的な事業や業界による事業の一環として、取り組みの対

象を限定して運用することができる。 
統一給付単価は EU 規則に基づき設定され、2007-13 年の給付額よりも増額された。給付単価計

算の考え方は、慣行生産と有機生産の間、グロスマージン（粗利益のこと、売上高から売り上げの

原価を引いたもの）の差に基づき、一連の有機栽培技術の適用にかかる労働費の追加費用を加えた

額である。また、事情に合わせて、生産計画の立案にかかる技術的、事務的な作業時間等、生産者

が取引費用を考慮することがある。なお、州当局は経営当たりの上限額を設定できる。 
転換および維持助成金に関する予算総額は 2012 年支出額の 9,000 万ユーロに対して、2015-2020

年の間、年間約 1.6 億ユーロが予算化された。 
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図表 29  

. 
 

4) 経営リスク管理 

1964 年農業災害に関する法律が定めた全国農業災害補償基金（Fonds national de grantie gestion de la 
calamite agricole： FNGRA）は、保険の対象外となる例外的な天候災害による農業経営の物的被害を

補てんする基金である 44。基金の財源は建物被害や家畜の死亡、民事責任や車両事故に関する保険

料、掛け金の 11％を付加金として徴収、および、国の補助金から成り立っている。2000～2013 年

の平均では、農業者に対する付加金による財源は 9,600 万ユーロ/年、国の補助金は 6,100 万ユーロ/
年、補償支払額は 1.44 億ユーロ/年であった。同期間に補償金給付の対象となった災害の内訳は干

ばつ 64％、凍結 19％、洪水 7％、その他 10％あり、作物別には飼料作物 70％、果樹 15％、畑作物

7％、ブドウ 6％、その他 2％であった。 
 現在、FNGCA は全国農業リスク管理基金（Fonds national de gestion des risques agricoles： FNGRA）に

名称を改め、農業災害補償に加えて、FNGRA は収穫保険や家畜疾病・環境災害相互基金に関する

支出を行う。 
 農業災害保険が普及したのは降雹被害のみであった。このため、その他の天候災害を原因とする

農業災害支援はFNGCAを通じた公的な補償制度のもと、40 年余り続く。2005 年、民間保険会社に

より複数リスク保険が新商品として登場し、公的な保険料の一部負担と講じられた。2009 年、CAP
のもと、直接支払関連規則は直接支払の給付向けに各国に配分されたCAP財源の一部を収穫保険の

保険料に対する助成として活用できること定めた。ここでは公的な助成は保険料の 65％を超えては

ならないとする。2015 年からはCAP第二の柱から支出されることとなる（FEADER（EAFRD）第

36 条および第 37 条）45。 
 

a) 天候による複数リスク収穫保険（収穫保険） 

農業者が申し込んだ収穫物をカバーする天候による複数リスク収穫保険の掛け金の一部補助を行

う措置（最高 65％）で、農業者による天候リスク管理への取り組みの奨励が目的である。必要に応

じた天候リスク全体をカバーすることができる。法令が定める基準を満たした契約が対象となる。 
 2016 年、部門ごと、経営ごとに最低限の保護水準の普及を目的とした新しい保険契約が示された。

                                                      
44 農事漁業法典第 L361-1 条～第 L361-8 条、および、同第 D361-1 条～第 L361-42 条。 
45 Regulation (EU) No 1305/2013 of the European parliament and of the council of 17 december 2013 on support for rural 
development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 
1698/2005 

有機農業転換・ 維持助成金の給付単価

（ ユーロ/ha/年）

2011-14 2015-20 2011-14 2015-20

集約型蔬菜園芸・ 果樹* 900 900 590 600

畑作** 200 300 100 160

露地野菜 350 450 150 250

ブド ウ 350 350 150 150

畜舎施設を伴う 採草放牧地 100 130 80 90

低生産性草地、 夏季放牧地、 50 44 25 35

香草・ 薬草１ *** 350 350 150 240

香草・ 薬草２ （ その他） 350 900 150 600

*2015年より 野菜類、 製糖用ビート の種子生産を含む

**2015年より 穀物、 たんぱく 源作物及び飼料作物の種子生産を含む

資料： M inistère de l’agricu lture, l'agroalimentaire et de la forêt.

転換助成金 維持助成金

***真正ラ ベンダ、 ラ ベンダ、 マリ アアザミ 、 ク ミ ン、 キャ ラ ウェ イ 、 ウイ キョ

ウ、 サイ リ ウム、 セージ
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2016 年に契約された収穫保険はおよそ 64,500 件、草地を除く農地の 25.7％に達した。数年間、減

少が続いた契約数の持ち直しである。 
 

i) 契約の種類 

経営内で栽培されるすべての作物が対象にできる。2 種の契約がある。 
1 つ目は、作物グループごとの契約である。確認された収量の減少減が補償対象となるとき、補

償金は対象となる収穫物の種類ごとに支払われる。作物グループは「畑作、工芸作物、蔬菜・園芸」

と「ブドウ、果樹、草地」の 2 種がある。「前者は、当該作物の栽培面積の 70％以上をカバーする

こと、後者は、当該作物の面積全体をカバーすることが必要となる。 
例えば、以下の例が示された。冬小麦 65ha、冬大麦 27ha、ビート 2ha、ブドウ 1ha、草地 19ha、

計 115ha を経営する農業者が、作物グループごとの契約を利用し、軟質小麦について保険を掛けた

い。この時、軟質小麦、冬大麦、ビートの栽培面積 94ha のうち、94ha の 70％、すなわち、65.8ha
を保険の対象としなければならない。そこで、小麦 65ha について保険を掛けるには、65.8ha を超

えるためにビートについても保険対象とする必要がある。 
2 つ目は経営単位の契約である。補償金は対象作物全体の収量の減少が所定の割合を超える時に

支払われる。経営内で収量増の作物の増加分と収量減の作物の減少分が相殺される。作物グループ

ごとの契約よりも掛け金は割安になる。 
経営ごとの契約では、販売目的の作物の栽培面積の 80％以上をカバーし、2 種類以上の作物を対

象としなければならない。 
例えば、冬小麦 65ha、冬大麦 20 ha、ビート 2ha、ブドウ 1ha、草地 19ha、計 107ha を経営する農

業者が、経営事の契約を利用する。なお、草地は販売目的ではない。販売作物の栽培面積の 80％以

上を対象にしないとならないので、107ha から、草地と休耕地を差し引いた面積 88ha の 80％、す

なわち、70.4ha を保険の対象とする。また、2 種類以上の作物を対象とするために、小麦面積 65ha
と大麦面積 20ha を保険契約の対象とすることとした。 
なお、上の 2 種の契約双方の作物のカウントの仕方について、同じ作物（例えば、小麦、大麦等）

の場合でも、収量や価格が著しく異なる場合には異なる作物としてカウントできる。また、春播き

と秋播きの区別、灌漑の有無、異なる品種、異なる用途（生鮮、保存、加工、種子用等）について

も、同じ作物でも異なる作物としてカウントできる。 
 

ii) 補償水準 

補償水準には 3 つの段階がある。 
  第 1 水準（通称「基礎契約（contrat socle）」）は保険料の 65％を補助、生産数量の減少について

保証する。支払を開始する損害割合は平均年の収量の 30％である。契約者負担割合は作物グループ

ごとの契約の場合 30％以上、経営単位の契約の場合 20％以上である。平均年の収量は過去３か年

の平均、もしくは、過去５か年の収量のうち、最も高い年との収量と最も低い年の収量を除いた３

か年の平均の収量とする。 
 例えば、平均収量 6.5 トン/ha の小麦の保険契約を結んだ農業者が契約者負担割合 30％を選択、

天候災害により保険会社が 3 トン/ha の損害を認めたとき、農業者の負担は 6.5 トン/ha×30％＝1.95
トン/ha、保険支払は 3 トン/ha－1.95 トン/ha＝1.05 トン/ha の収量減が対象となる。 
 第 2 水準は第 1 水準の保険に加入した農業者に対する付加契約で、保険料の 45％を補助する。品

質の低下による減収も対象とすることができる。支払を開始する損害割合は平均年の収量の 30％で

ある。契約者負担割合は 25％以上である（作物グループごとの契約のみ）。 
 第 2 水準の保険契約では品質の低下を保険の対象とすることができる。以下の条件の下で品質の

低下による損害が認められる。①収穫前の発芽、発芽率の低下、穀物のたんぱく含量不足、②果実、

野菜における缶（びん）詰工場の引き取り拒否、③ビートにおける糖度不足、④亜麻の繊維不足、

⑤ブドウに糖度もしくは酸度不足、である。 
 第 3水準の契約に補助はない。第 2水準に加えて、支払を開始する損害割合は平均年の収量の 30％
未満である。契約者負担割合は作物グループごとの契約の場合 25％未満、経営単位の契約の場合

20％未満である。 
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iii) 補償価格 

助成対象となる契約における生産物の価格は実売価格を上限とする。実売価格は前期の価格、も

しくは前 2 か年の平均価格、もしくは前 5 か年のうち最高年と最低年の価格を除いた 3 か年の平均

価格、もしくは契約価格とする。なお、第１水準の契約について、各生産物ごとに最大保証価格が

設定される。 
 基礎契約において保険料の 65％の助成を受けるは、CNGRA（Le Comité national de gestion des 
risques agricoles：全国農業リスク管理評議会）が定める生産物の補償限度価格の範囲内で保証対象

生産額を設定する必要がある。ただし、農業者が選択する生産物価格が平均販売価格より低い場合

にはこの限りでない。補償限度価格は農業技術院（日本の各県農業試験場の機能に類似、作物別に

組織され、国の補助金の下で農業者団体が運営する機関である）と農業会議所（和訳では農業会議

所となるが、日本のそれと異なり、農業普及を行うとともに政府に対して農業界を代表する機関で

ある）が推計する生産費、もしくは、生産物ごとの平均販売額をもとに算出した価格に割引係数

（0.178）を乗じて算出される。2016 年に適用された補償限度価格は小麦 176 ユーロ/トン、大麦 178
ユーロ/トン、菜種 395 ユーロ/トン、ヒマワリ 485 ユーロ/トンである。 
CNGRA が定める補償限度価格は作物ごとの生産費（中間投入財、減価償却、賃借料、支払賃金等）

をもとに計算し、保険対象とならない費用（資本利子、家族労働報酬等）を割引き（一律に 17.5％）、

算出される。 
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b) 家畜疾病・環境災害共済基金助成制度 

 家畜疾病や気象災害により被る経済的損失を補てんする政府公認の共済基金に助成する措置で

ある 46。助成の対象となる機関、全国家畜衛生・環境農業共済基金は政府承認を得た唯一の基金で

あり、1901 年非営利社団（association）法に基づく団体である。フランス本土の農業者全員が加入

する。何らかの災害が発生した際に、審査の後、一定の対象基準に応じて生産手段の被害を受けた

会員農業者に対して補償される。公的助成は共済基金の支払った補償金の一部（65％を限度）を払

い戻す。生産者が被る生産額の損失が生産額の平均の 30％を超える場合には、FEDER（欧州地域

振興基金）が財政負担を行う。また、損失額が 30％未満の場合には、全国家畜衛生・環境農業共済

基金への払い戻しは政府補助金で賄われる。 
 

c) その他緊急的な農業災害支援 

 農業災害補償制度を補完する助成措置として、FEADER（EAFRD）規則第 18 条が定める「自然

災害や大事故により被った農業生産力の再構築、および適切な予防措置の実施」がある。この措置

の適用は県地域局（公共事業、農業政策を担当する国の地方機関で、日本の建設局や農政局等を統

合した機関に相当）の要請による。すでに、農業災害補償制度の対象となった農業経営に対する補

完的な助成制度で、県地域局に助成申請した後の投資に適用される。助成対象要件は農業災害補償

制度と同様で、被災農地の復旧や将来的にありうる自然災害の影響を軽減するような予防的な施設

の投資が対象となる。補助率は復旧にかかる投資や集団による予防的な施設投資について最高

100％、個人による予防的な施設投資について最高 80％である。なお、農業災害補償制度の補完的

な助成について、地方政府（州もしくは県）が講じることがある。 
 加盟国政府の EU が定める加盟国政府単独助成に関するデ・ミニミスの範囲で実施される国内固

有の措置がある。大きな災害が発生すると、農相は通常、行動計画を発表、近年では 2015 年夏の

畜産危機の際に実施された。農業災害補償制度による補償金の発動や収穫保険の支払に加えて、行

動計画では税制上の措置や社会保障上の措置を５つ講じることができる。 
 第１は、多額の負債を抱える農業者に対する負担軽減基金（fonds d’allègement des charges ：FAC）
の活用である。FAC の発動により、償還金利子、借入金の借り換え等に関する費用の一部負担が可

能になる。国は 3 か年で 15,000 ユーロを上限とする政府単独助成のデ・ミニミスの範囲内で実施す

る。なお、申請当たりの助成上限設定、助成対象の優先順位づけ、財源の配分等の運用にかかる決

定は州政府の裁量による。 
 第２は、農業社会共済（Mutualité sociale agricole：MSA）の掛け金の一部、もしくは全部の負担、

もしくは、支払猶予である。デ・ミニミスの範囲内の政府助成で、農業社会共済中央理事会が経営

者１人当たり年間 3,800 ユーロを限度（特別な場合、5,000 ユーロを限度）に、掛け金の減免額を決

定する。経営の経済的な状況に応じて、支払猶予期間は 3 年を限度とする。 
  第３は所得税および法人税の支払猶予である。被災した農業者が資金需要に見舞われたときに有

効であるが、補助金ではない。 
第４は農地に関する固定資産税の支払猶予、もしくは分割支払である。 
第５は付加価値税還付の条件緩和である。手続きの簡素化のため通常、付加価値税還付は年単位

でおこなうが、これを月単位の還付とすることである。 
 

5) その他の「第二の柱」に関する施策 

農業経営競争力・適応計画（Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles）は、農

業経営向けの投資助成である。CAP第二の柱における州農村振興プログラムに組み込まれ、州が実

施する 47。EUの欧州農村振興農業基金、農業省、州からの財源拠出により、2015～20 年に 2 億ユ

ーロ/年の歳出を見込む。農業省拠出による投資助成は 2013 年、14 年の 3,000 万ユーロ/年に対して、

2015 年、16 年、17 年の 3 か年は 5,600 万ユーロ/年にのぼる。 

優先課題は 4 つ、とりわけ、畜産部門における施設投資による近代化が第 1 の最優先の課題であ

る。2015 年以降、養豚・養鶏の施設投資が対象に加えられた。 
                                                      
46 同制度の根拠法令は農事および海洋漁業法典第 R361－50 条、実施関連規則は 2012 年 4 月 12 日付け政令である。 
47 農村振興規則 No. 1305/2013 第 17 条「物理的資産への投資」の適用。なお、州単独の施策を一部に含む。 
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助成対象となる投資について、畜舎の新築や改修、糞尿管理施設の設置等の施設投資、係留・計

量システムや IT 等労働条件を改善する施設投資、スラリー槽の覆い、空気清浄等悪臭防止に関す

る投資が例示される。 
第 2 の課題は耕種部門である。投入量の抑制や自然資源保護（土壌、水、生物多様性等）を通じ

た経済、環境両面の効率性の向上を目的とする。合わせて、果樹園の更新、施設園芸における投資、

また、麻、亜麻、でんぷん用馬鈴薯、米といった穀物への転換により生産の消滅が懸念される特定

部門の投資促進も課題としてあげられる。 
対象となりうるのは、肥料や農薬をはじめとした投入材の合理的使用に資する管理機等、エコフ

ィト計画（Plan Ecophyto、アグロエコロジー構想に位置づけられる農薬使用削減計画）や農業環境

気候措置と整合的な施設機器投資、適合的な散布や代替技術の使用を可能する施設機器（機械除草

や火炎除草、進行速度に合わせた流量調整、重機等に取り付け可能な計量器等）に関する投資、エ

ロ―ジョンの軽減、灌漑水利用量の削減を目的として施設機器（精密潅水や水のリサイクルシステ

ムに関する投資、ロボット、機械、ICT の導入投資、噴霧器の充填・洗浄施設等の投資である。 
 第 3 は農業経営のエネルギー効率の改善である。生産費の削減、エネルギー節約、メタン発酵

等、経営内の再生可能エネルギーの生産の推進を目的とする。 
対象となりうるのは、施設の断熱や機器類の調整、ヒートポンプや熱太陽光による温水化等再生

可能エネルギーの生産、メタン発酵施設の副産物処理に関する投資等である。 
第 4 に部門横断的な優先課題として、アグロエコロジー構想の推進の一環として実施される投資

の助成である。同構想にて制度化された経済・環境利益団体（groupement d’intérêt économique et 
environnemental：GIEE）が主たる対象となる。 

GIEE とは、資源節約や環境負荷の軽減を目的とした取り組みを行なう農業者をはじめ、農業会

議所や種々の農業団体や環境保護団体等で構成される団体で農業担当相が指定し、共通農業政策を

はじめとした種々の助成の優先配分を受けることができる。 
2015 年より指定が始まり、2015 年 10 月現在、128 団体（関係農業者 2300 人、農地面積 20 万 ha）

が指定を受けた。地理的範囲（行政範囲、集水域、地理的表示区域…）、構成団体（農業会議所、

機械利用組合、各種農業振興、農村振興団体、環境保全団体、民間コンサル…）、協力団体（農業

教育機関、農業研究機関、技術試験機関、協同組合、地方自治体…）の点で多様である。 
取組まれる課題は、外部資源の依存軽減、土壌保全、輪作体系の多様化・長期化、窒素自給・マ

メ科作物の導入、飼料の自給、労働条件の改善、川下・川上の連携・ラベル認証（特に有機）、生

産手段の相互利用・共有や農地利用調整、有機農業、天敵利用・農薬代替、メタン化、家畜種や栽

培種の多様性、エネルギーの節約、耕畜連携、近隣流通・地域食料システム、農業活動の多角化、

生物多様性の向上、雇用確保、草地保全、環境保全認証の取得、気候変動の緩和・適応、再生可能

エネルギー等、多岐にわたる 48 
 

図表 30  
 

 
 

                                                      
48 Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la foret, Agroécologie en marche. Cap des 100 GIEE. 2015.9. 

第２の柱（農村振興）における施策の内訳（2014－16）

(百万ユーロ）

2014 2015 2016
就農助成・近代化 463 588 228
条件不利支払い 614 828 972
農業環境支払い 478 238 205
農村・農地整備 40 71 8
馬産振興 5 5 4
計 1600 1729 1417
資料： Mminist èr         
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⑤ むすび 

 マクロン政権の農相に就任後の 2017 年 7 月、トラヴェール（Travert）農相は第二の柱の 2019－
2020 年の財源不足を補うために第一の柱の支出として配分された財源の 4.3％を、第二の柱に財源

移転すると発表した 49。その原因は、とりわけ、現行CAPの国内適用にあたって、大幅に拡充され

た条件不利地域支払の歳出拡大による。条件不利地域助成は農業・食料省の広報資料では条件不利

地域における農村社会の維持を目的の一つに掲げるが 50、事実上、畜産への助成政策であると言わ

れる 51。この時期に決断が迫られたのは、2018－20 年の国内実施スキームを修正するには、2017 年
8 月 1 日にまでに欧州委員会に通告しなければならないためである。 
 第一の柱の財源の削減により、種々の直接支払給付単価が引き下げられ、生産者の受給額は減額、

ひいては農業所得に減少に帰着する。例えば、小麦生産者団体（AMPB）は 2018～19 年の 2 か年

で穀物、油糧種子を主体とする畑作経営全体で 8,000 万ユーロの直接支払削減、酪農団体（FNPL）
は同じく約 130 億の減額を被るという 52。 
 この財源不足について、農業界を代表する農業会議所（APCA）は以下のように報じている 53。

現行のCAPの実施は 2013 年 10 月、オランド大統領（社会党、任期 2012 年 5 月~2017 年 5 月。2017
年 5 月の大統領選挙結果を受けて、マクロン大統領が就任）により表明された一連の妥協の産物か

らスタートした。この妥協の産物（un compromis cristallisé）の表現には、EUが定めるCAP財源の加

盟国への配分枠を各施策を通じて国内農業の各部門に振り向けるか、農業界と行政府の協議と論争

を通じて得られた結果であるという点が示される。本報告書の冒頭で触れた点を繰り返すが、主要

課題として挙げられたのが、①直接支払の収斂、すなわち、給付単価の格差是正、②カップリング

支払を通じた畜産支援、③草地奨励金と条件不利地域直接支払の統合と、統合後の給付単価の大幅

引き上げ、④有機農業助成と農業環境支払の予算倍増、⑤種々の直接支払における一定面積、家畜

頭数以下の給付単価の引き上げ、CAP第一の柱から第二の柱へ 3.33％の財源移転、これは作物保険

の普及促進や投資助成の拡充に充てるとした。 
 農業会議所の評価では 2019 年、2020 年の財源不足は 10 億ユーロにのぼると見られている。主た

る原因は条件不利地域支払と農業環境支払の歳出増であるが、これに作物保険にかかる歳出増や、

オオカミをはじめとした野生動物による家畜被害の補償等、さらに歳出が膨らむ可能性があるとみ

ている。 
 財源不足を解決するには、国内財源を別途調達するか、優先課題として掲げられた増額を断念し、

条件不利地域支払等の給付額を削減するか、農業歳出全体の調整を行うかである。政府は第一の柱

の財源を第二の柱に移転することで補う決定をおこなった。すなわち種々の直接支払の給付単価の

削減である。この決定に対して農業界から聞こえる不満は、なぜ農業者が財源不足を補わねばなら

ないのか、という点である 54。イギリスの離脱を想定すれば、次期CAPの枠組みではいっそう農業

財政が窮迫する。財政資源をめぐる部門間、地域間の調整は困難を余儀なくされよう。 
  

                                                      
49 Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, PAC : Stéphane Travert annonce le transfert de crédits du pilier I au pilier II. 
Communique de presse, Paris, le 27 juillet 2017. 
50 ministère de l’agriculture – dossier PAC 2015-ICHN 
51 Bonnncarrère Ph.(Senateur du Tarne) ,Point sur l’ICHN. 2016. 
52 Mgra presse n° 3606, Semaine du 31 juillet 2017.p.7. 
53 APCA, Mise en oeuvre de la PAC : les pouvoirs publics en passe de ne pas tenir les engagements de 2013? Le 27 jeuillet 2017. 
54 農業会議所会長 Claude Cochonneau は農相に対し、「農政当局は国の公約の継続性を確保するため一貫した努力が必要

だ。特に困難な経済状況の中、農業界はすでに広い範囲で農業界の連帯を示しており、第一の柱から第二の柱への追加的

な財源移転を通じた農業界に求める連帯は解決策ではない」と訴えた（2017 年７月 27 日）。 


