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�� フランスにおける農村振興政策の特徴�

はじめに�

� 今日のフランスでの農村振興のための諸施策は、2008年 CAP改革（いわゆる「ヘルス

チェック」）のなかで農村振興政策が拡充される方向と相まって具体化されている。すなわ

ち、この CAP 改革では、デカップル化がさらにされること、またいわゆるモジュレーシ

ョンの累進性の強化運用によって CAP の第一の柱（価格・市場・所得政策）から第二の

柱（農村振興政策）へと相対的に重心を傾けていくことが基本路線になった。

� 本稿では、CAP改革のこうした方向を踏まえ、EUのなかで最大の農業国フランスの農

村振興政策の特徴について検討してみよう。さらに、同国の農村振興政策のなかでも歴史

的にも重要な施策として位置づけられてきた農業・環境支払いと条件不利地域支払いの現

状について考察することにする。

１� フランスの農村振興政策�

� 現行の CAP の農村振興計画（2007－2013 年）は第二期目にあたる（1999 年の農村振

興規則（règlement de développement rural)に基づいて策定された第一期は 2000－2006

年）。この農村振興計画の財政基盤となっているのがヨーロッパ農業・農村振興基金

（EAFRD）である。加盟各国はこの基金からの拠出だけでなく独自予算と合算させて施

策を実施することになる。また、このヨーロッパ農業・農村振興基金には拠出目的として

大きく四つの軸を持っている。まず、第一に農林業部門の競争力を強化させること、第二

に農村環境と空間を改善すること、第三に良好な農村生活と農村経済の多様性を実現する

こと、そして第四に LEADER（農村経済発展のための活動連携）事業を充実させること

がそれである1。EUレベルの農村振興政策をこのように把握したうえで、次にフランスの

農村振興政策について考えよう。

１）フランスの農業振興計画の概要�

� まず、フランス本土の農村振興計画における予算配分について見てみよう。表１は、フ

ランス本土（コルシカ島は除く）の農村振興計画の予算配分である。農村振興計画の予算

総額およそ 108 億ユーロのうち 57 億ユーロ（52.8％）がヨーロッパ農業・農村振興基金

から拠出されている。歳出の内訳では、そのうち第二の軸、農村環境や農村空間の改善目

的に 56億ユーロ、第一の軸、農林業部門の競争力の強化目的に 39億ユーロとなっており、

                                                  

1 この EUの農村振興の基本方向に基づいて、加盟各国の農村振興計画が策定される。例えば現在のフラ

ンスにおける農村振興計画のマスタープランは、フランス本土（コルシカを除く）、コルシカ、グアドル

ープ、ギアナ、マルチニーク、レユニオンの計６つある。
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この両者に大部分が振り向けられているのがわかる（88％）。そして、ヨーロッパ農業・

農村振興基金からはこの両者に 55％、50％が拠出されているので、フランスと EU の拠

出割合はだいたい折半されているわけである2。

� ところで、第一の軸、農林業の競争力を向上させる施策のなかで、最も予算配分がされ

ているのは農業経営の近代化助成 40.7％で、次いで青年農業者の就農助成 30.9％、農林産

物の高付加価値化 14.9％（その大半は食品産業）等が主要なものである3。

� 次に、本稿の主要テーマである第二の軸、農村環境と空間の改善のための主要な施策は、

農業・環境支払い 45.5％（そのうち、輪作体系と農業環境草地奨励金 25.1％、

NATURA20004と生物多様性 17.1％で大半を占める）、条件不利地域支払いとしての山岳

地域支払い 37.4％5、その他の条件不利地域支払い 9.3％の順になっている（農業・環境支

払いと条件不利地域支払いについては節を改めて後述する）。

表１� フランスの農村振興計画の予算配分（����－����年）�

単位：���万ユーロ、％�

農村振興の目標 公的歳出計 EAFRD 公的歳出に占める EAFRDの割合

第一の軸 3,921.5 1,960.8 50.00 

第二の軸 5,599.9 3,079.5 55.00 

第三の軸 696.9 348.4 50.00 

第四の軸（LEADER事業） 520.6 286.3 54.90 

技術的支援 104.0 52.0 50.00 

��� 10,842.2 5,727.1 52.82 

参考：条件不利地域支払い 3,428.9 1,885.9 54.90 

出所：European Commission,Rural Development Country File(France) 

� そして、第三の軸、良好な農村生活と農村経済の多様性の実現では Natura2000や自然・

文化的資源に関わる施策、農村ツーリズム支援などが目立つがそれらへの拠出額は上記の

二者に比べると僅かである。この点は、第四の軸の LEADER 事業への拠出についても同

様なことが言える。

                                                  

2 フランス独自の予算は、フランス農水省、エコロジー・持続可能な開発省（MEDD）、地方自治体（地

方圏議会、県会）、その他の協力機関（地方自治機関、水道事業団）の合計。この協力機関は、第三、第

四の原則に関わっている。
3
 Ministère de l’agriculture et de la Pêche,Evaluation ex-ante du Programme de Développement 

Rural de l’Hexagone 2007-2013(RDRH),Rapport final,CNASEA,2006,p.15. 

4
 1992年の EU指令に基づいて加盟国が指定した自然保護地域の呼称。フランスには国土の 10％強が指

定を受けている。
5 条件不利地域に対する補償金は、フランスでは「恒久自然的ハンディキャップ補償金（Indeminité

compensatoires de handicaps naturels permenents:ICHN）」と呼ばれ、

この山岳地域は標高差から最も高い、高山地域、山間地域、山麓地域に区分される。なお、ICHNはその

他の条件不利地域にも適用される。
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２）農村振興予算の特徴�

� それでは、最近のフランスの農村振興予算の歳出にはどのような特徴があるだろうか。

ここでは 2008年度と 2009年度の農村振興予算を比較してみる。表２から農村振興政策の

数ある政策領域のなかで歳出額が多いのは、自然ハンディキャップ（条件不利地域：LFAs）

支払い、農業・環境支払い、汚染対策の歳出が特に大きな割合を占める。2009年度の農村

振興予算は前年度比 9.4％に減少したにもかかわらず、前二者の歳出額は増加している。

この点にも、フランスの農村振興政策のなかでの農業・環境支払いと条件不利地域支払い

の施策の位置づけ、役割が自ずと示されていると考える。

� したがって、次に農村振興のための諸施策の中でこの両者に絞って仔細に検討してみよ

う。

表２� フランスの農村振興予算歳出（����－���	年）�

単位（���万ユーロ）�

政策領域 2008年 2009年 増減率

土壌・水質汚染対策 503.0 376.1 －25.2％

早期引退奨励 69.2 64.0 －7.5%

自然ハンディキャップ支払い 517.6 544.3 5.2% 

農業・環境支払い 380.2 397.6 4.6% 

田園景観の改善と保護 51.9 75.4 45.2% 

農産物のマーケッティング 98.7 7.5 －92.4%

その他 57.9 55.8 －3.6%

総計 1,678.5 1,520.8 －9.4%

出所：MAAP/SAFSL .Les concours publics ��l’agriculture en, 2009. 

�

２� 農業・環境支払いの現状�

� 先述のように農業・環境支払いは農村振興計画の第二の軸である農村環境と空間の改善

のための施策のなかでも条件不利地域支払いと並んで重要な施策として位置づけられてい

る。この戦略的目標は「持続可能な農業による自然資源の保全、均衡のとれた農村空間の

利用をめざすこと6」であり、ここではその幾つかの具体的施策を掲げておこう。

１）農業・環境草地奨励金�（���������	
����������������������
������）

� この主要な目標はより環境に配慮した取組みに対する給付と、同時に粗放型畜産システ

ムの維持、奨励をはかることである。このスキームは、特に農業放棄によって生態系の危

機にある地域における草地を維持し、環境配慮型農業を助長させることをねらいとしてい

                                                  

6
 Ministère de l’agriculture et de la Pêche,op.cit.,P.58. 
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る。この農業・環境草地奨励金は最適家畜飼養密度に基づいているが、この密度は生物の

多様性の管理や効率的な肥料、除草剤の使用に関して地域的特性を反映している。

表３� 農業・環境草地奨励金の給付内容�

政策目標
環境配慮型農業の経済的実現可能性と社会の持続可能

な発展への期待との調和

適用要件

家畜飼養基準：ha当り 0.25～1.8大家畜単位7

農業者の年齢：60歳未満

草地面積の少なくとも 75％を 5年間維持すること

家畜密度 ha当り最大 1.8大家畜単位

給付水準
１農業経営当り最高で年間 7600 ユーロ、100ha（ha

当り 76ユーロ）

他の適用条件

（クロス・コンプライアンスを含む）�

主要な環境上の給付：水質管理、動植物の多様性、景

観保全、土壌管理

管掌機関 単一支払い局（AUP）

出所：Ministère de l’agriculture et de la Pêche, Rural development plan for the Hexiagon,2009. 

� 表３に農業・環境草地奨励金の概要を掲げている。この奨励金を予算面からみると、CAP

のヨーロッパ農業・農村振興基金からの拠出は僅かで、大半はフランス国内措置である8。

フランスでは、農業・環境草地奨励金の導入は 2003 年以降であり、1993 年～2002 年ま

では草地奨励金が実施されていた。この切り替え時に、EU では農村振興計画との関連で

フランスの草地奨励金に難色を示した経緯があった。この草地奨励金が「一定の粗放密度

以下の草地に対して、地域固有の環境状況とは無差別に給付される特異な措置9」も反映し

ているのではないだろうか。

２）持続的な農業契約�（�����
������������������
	�����）

� フランスの農業・環境支払いで重要な施策は「持続的な農業契約（CAD）」である。2003

年（le décret n02003-675）から導入されているこの施策は、それまでの農業の多面的機能

の主たるサポート手段として実施されていた「経営の国土契約（CTE）」の契約要件のな

かで環境要件を優先して発展的に衣替えさせたものである。すなわち、フランス農水省に

よれば、CADは農業の多面的機能を発展させる施策として位置づけ、特に農業経営には自

然資源を保全すること、また土地浸食（エロージョン）の防止、土質、水資源、生物多様

                                                  

7 異種の家畜を給餌量にしたがって計算上比較可能にしている EUの呼称。成牛（600kgの搾牛）を１家

畜単位とすると、繁殖用雌豚 0.5家畜単位、繁殖用雌羊 0.18など。
8 農業・環境草地奨励金総額 1884百万ユーロのうち、ヨーロッパ農業・農村振興基金からは 222百万の

拠出（11.8％）にすぎない。Ministère de l’agriculture et de la Pêche,op.cit.,P.52. 

9 石井圭一、「フランス」 岸康彦編『世界の直接支払制度』農林統計協会、2006年、57ページ。
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性、農村景観などを保全することが求められている（農業活動の多面性、農産加工部門の

品質改善、雇用等の経済要件は義務的要件ではなくなった。）。

� ところで、新たな農業環境対策が先述の農村振興計画（2007－2013 年）のなかに盛り

込まれたため、この CADの新規契約は 2007年からは中止された。しかし、政策の継続性

という視点から現在でもCADに対する財政歳出は続行されている。CADに関わる歳出は、

具体的には、表２のフランスの農村振興予算歳出のなかの農業・環境支払い（MAE）の項

目でおこなわれている。その額は①の農業・環境草地奨励金についで多く、2008年実績で

約 8900万ユーロ（約 111億円、１�＝125円換算）であり、財源は、FEADERから 4900

万ユーロ、フランス政府から 3900万ユーロ等という分担割合である10。また、2004年か

ら 2006 年までの 3年間におよそ 22000の CADが締結されているが、そのため 2009 年

から 2011年の 3年間に合計およそ 5億 5600万ユーロ（695億円）の予算措置がされてい

る11。したがって、現行のフランスにおける農業・環境支払いのなかでの CADの役割は依

然として重要な施策になっている。また、農業・環境支払いの管掌機関である CNASEA

の活動報告書（2008年実績）によると、CAD関連の支払い件数はフランス全体で 2万 590

件に及ぶ。さらに、この農業・環境支払いの一環としての CAD 支払い実績を地域別に見

るとかなりの偏倚が存在する（表４）。CAD支払い額の多い順にみると、家族労作型の複

合経営が支配的なペイ・ド・ラ・ロワール、ポワトゥ・シャラントのフランス西部地方（但

し、同じ西部のフランス最大の畜産地帯ブルターニュでは CAD は発展していない点は留

意したい）と、ローヌ・アルプ、ミディ・ピレネーの山間地域等条件不利地域が特徴的な

地方である。CADの契約件数が多い地域はそれまでの CTEの契約件数の動向に概して対

応しているようである。但し、例外もあって上述のブルターニュは CTEの 2008年の支払

い額は最大である（65万ユーロ）。ブルターニュでは、それだけ CTEの契約件数が多かっ

たわけである。この点の検討は別の機会に譲りたい。

� また、この契約では、環境と自然資源の保全に配慮した営農活動の経営計画を示す農業

経営を対象にしている。また、雇用創出、農産物の品質向上、販売経路の拡大といった社

会・経済的側面は自由選択とした。また、この契約は、衛生状態、動物福祉、営農の多角

化といった農業・環境分野や農村振興の分野にも関係している。この契約で給付される上

限は 27000 ユーロ、１大家畜単位当り 122 ユーロ、果樹 ha 当り 900 ユーロ、普通作物

ha当り 600ユーロ、草地 ha当り 450ユーロである12。

                                                  

10 付言すると、2003年までの CTEについても僅かであるが同様の項目から歳出されている。2008年で

総額約 620万ユーロ(EAFRDから 330万ユーロ、国内予算から 290万ユーロ)。CNASEA,Rapport

d’activité 2008, p.58, 2009. 

11 フランス農水省ホームページ。
12

 AGRACEAS report,2009. 
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表４� ���支払いの地域別分布
����年�

単位ユーロ�

CAD総額
うち

フランス政府

うち

EU・EAFRD

うち

地方公共団体

アルザス 3,592,565 1,012,173 1,975,886 604,506 

アキテーヌ 2,854,166 1,271,209 1,569,782 13,174 

オオベルニュ 3,191,922 1,436,375 1,755,547 0 

バス・ノルマンディ 4,946,733 2,226,039 2,720,694 0 

ブルゴーニュ 2,791,941 1,158,411 1,535,563 97,967 

ブルターニュ 1,903,042 848,072 1,046,668 8,303 

サントル 3,958,024 1,766,770 2,174,919 16,335 

シャンパーニュ 1,716,335 772,355 943,980 0 

コルス 311,786 43,092 0 268,694 

フランシュ・コンテ 2,676,488 1,204,426 1,472,062 0 

オート・ノルマンディ 2,357,309 989,336 1,296,514 71,459 

イル・ド・フランス 539,170 242,628 296,542 0 

ラングドック・ルシヨン 3,215,073 1,446,789 1,768,284 0 

リムーザン 4,302,605 1,835,234 2,366,424 100,947 

ロレーヌ 2,906,203 1,307,795 1,598,407 0 

ミディ・ピレネー 6,580,952 2,961,443 3,619,509 0 

ノール・パ・ド・カレ 3,667,673 1,556,728 2,008,481 102,465 

ペイ・ド・ラ・ロワール 14,760,078 6,546,338 8,118,022 95,719 

ピカルディ 2,489,429 1,076,561 1,369,180 43,688 

ポワトゥ・シャラント 7,712,515 3,425,131 4,241,870 45,514 

プロバンス・コートダジュール 5,640,631 2,128,492 3,102,340 409,798 

ローヌ・アルプ 6,888,094 3,083,788 3,788,664 15,642 

フランス合計 91,124,152 38,849,272 50,380,670 1,894,211 

注：フランス本土の地域に限定。したがって、海外県を含めたフランス合計額とフランス本土の地域の合

計額とは一致しない。

出所：CNASEA,Rapport d’activité 2008.p.132. 2009. 

３）有機農業転換支払い�

� フランスの有機農業は他のドイツやイタリアなど他の EU諸国に比べると普及している

とは言い難いが、国内の農業・環境支払いの一環で、慣行農業から有機農業へ転換をしよ

うとする過程にある農業経営に対して有機農業転換支払いが行われる。有機農業への転換

計画の履行を条件に、それに伴う生産費、経営維持費の増加分を補填する額が支払われる。

また、この計画への参加条件は、農業経営が農産物の販路に展望を持ち、有機農業への移
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行が 1年経過していること、さらに、過去 5年間如何なる有機農業関連の基金から恩恵を

受けておらず、他の農業・環境スキームに参加していないことなどである。そして、5 年

間はスキームを継続することが求められる。表５有機農業転換支払いの単価一覧である。

表５� 有機農業転換支払い水準（����～���	年）�

作物類型 支払い単価

樹木栽培 ha当り 900ユーロ

野菜、ブドウ、芳香植物、薬用植物栽培 ha当り 350ユーロ

普通畑作 ha当り 200ユーロ

草地、栗園 ha当り 100ユーロ

出所：表３に同じ

４）有機農業維持支払い�

� 同様に、有機農業を継続する農業経営に対しても割増コスト分の補填支払いがある。適

用条件は、有機農業転換支払いとほぼ同様である。

表６� 有機農業維持支払い水準（����～���	）�

作物類型 支払い単価

樹木栽培 ha当り 590ユーロ

野菜、ブドウ、芳香植物、薬用植物栽培 ha当り 150ユーロ

普通畑作 ha当り 100ユーロ

草地、栗園 ha当り 80ユーロ

出所：表 3に同じ。

�

３� 条件不利地域支払い�

� 先述のように、フランスの条件不利地域（Less Favoured Area：LFA）支払いは 2004

年以降農村振興計画予算のなかで最大の項目になっている。フランスの場合、1975年の条

件不利地域対策が展開されてから今日までその面積を 10％以上拡大させてきた。フランス

農業の経営構造的特徴は、かつての「小農の国」というイメージは薄れ、今日では大経営

と小経営が混在化している状況にある。地域的には、前者はパリ盆地などの平坦部に、後

者の典型は総農地面積の 44％をカバーする条件不利地域に集中しているのである。また、

非山間部の条件不利地域と山間部条件不利地域の間でも農業所得の条件不利地域支払いへ

の依存度にも大きな格差がある（前者は 1～15％、後者は 22～38％）。表７から明らかな

ように、1999年以降今日までの 10年間で農村振興予算のうち条件不利地域支払いは、絶

対額も割合も増加させてきている（2009 年 544 百万ユーロ、農村振興予算に占める割合
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35.79％）。

表７� フランスの条件不利地域支払い額の推移（�			～���	年）�

単位：���万ユーロ、％�

1999年 2001年 2003年 2005年 2007年 2009年

条件不利地域支払い 373.6 433.6 463.6 527.5 535.0 544.3 

農村振興予算に占める割合 18.02 22.21 20.17 23.66 29.58 35.79 

出所：表２に同じ。

� ところで、条件不利地域での補償は、当該地域での家畜用飼料生産に支払われる。この

補償は標高差といった地理的差異に応じて大きく 4区分される。すなわち、高山地域、山

間地域、山麓地域、その他の条件不利地域である。この給付要件は、少なくても経営面積

の 80％が条件不利地域に位置し、生活基盤が条件不利地域にあり、かつ 65歳未満である

こと、経営面積は最低 3ha、飼養家畜は最低 3大家畜単位が必要である。そして 5年の契

約期間を通じて優良農法規範やその他の規則を遵守しながら営農を続けることである。

� この条件不利地域支払い単価は表８のように飼料作地域と耕種作地域、フランス本土と

海外諸県の間でもかなり異なる。まず、単価が最大なのは最劣等地である高山（アルプ）

地域の乾燥地域の飼料作で ha当り 223ユーロで、反対に単価が最低なのはその他の条件

不利地域の非乾燥地域の飼料作で ha当り 49ユーロで 5倍弱の差がある。他方、耕種作は

全ての条件不利地域で同一の ha当り 172ユーロである。

表８� 条件不利地域支払い単価（����年）�

単位：��当りユーロ�

高山地域（Alps） 山間地域 山ろく地域
その他の条件

不利地域

平均（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

飼料作（本土） 223� � 221 183� � 136 89� �  55 80� �  49 

耕種作（海外県） 172� � 172 172� � 172 172� � 172 172� � 172

耕種作（本土） 172� � �   172� � �     

出所：Ministère de l’agriculture et de la Pêche,Aides aux exploitations,2008.から作成。
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まとめにかえて�

� 以上、本稿ではフランスで実施されている農村振興計画の特徴について、特にその中で

重要な施策として位置づけられている農業・環境支払いと条件不利地域支払いに焦点を当

てつつ検討した。この農村振興計画の全体のロジックは、上述した四つの軸が最終的には

フランスの経済成長と雇用の創出に収斂することである。換言すると、農村振興計画の施

策の実行によって、今後のフランスではどのような形態の経済成長と雇用創出を実現しよ

うとするのかが問われている。農業振興計画に基づいた農業・環境支払いや条件不利地域

支払いが、農業経営だけでなく地域コミュニティ、農村住民等にどのようなインパクトを

与えるのかも重要な論点であろう。

� さらに、近年の CAP 改革の方向は、一方で価格支持水準の引下げや完全デカップリン

グ化、生産調整の廃止等といった市場原理型農政とでもいうべき性格を持っているが、他

方でモジュレーションの累進性を高めるなどいわば環境配慮型農政の性格も随所で見せて

いる。フランス農政も EUとの交渉の経緯はあるものの結果的にはその一翼を担っている。

この市場原理型農政と環境配慮型農政の並存をどのように評価するのかは重要な論点であ

り、本稿の農村振興計画に対する評価も少なくともこの脈絡で捉える必要を感じる。
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