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は じ め に 

 
 
 本報告書は農林水産省「平成 26 年度海外農業・貿易事情調査分析事業（欧州）」のうち，

EU の共通農業政策（CAP）における 2014 年からの各国の直接支払い及び農村振興政策の

選択状況に関する調査結果を取りまとめたものである。 
 2013 年の CAP 改革では直接支払いが単一支払い（および単一面積支払い）から各種の

目的別支払いに分化し、従来にも増して加盟国の裁量が拡大した。また加盟国の任意によ

り直接支払いと農村振興政策の間で双方向の予算移転が可能となった。 
 農村振興政策については従来から加盟国が所与の施策を組み合わせて独自に農村振興プ

ログラムを策定する仕組みとなっており、2014-2020 年のプログラムが策定されつつある。 
本報告書では、英独仏各国について、第 1 の柱・第 2 の柱の間の予算移転、直接支払制

度における各直接支払（グリーン支払い、基礎支払い、再分配支払い、青年農業者支払い、

自然制約地支払い）の単価の設定方法、カップル支払いの実施状況、小規模農業者支払い

制度等の選択、農村振興政策（リスク管理政策を含む）の選択状況等の調査、分析を行っ

た。 
 調査を進めるにあたっては有識者による検討委員会を組織し，3 回の検討会を開催したほ

か，必要に応じて現地調査を実施した。 
 この第Ⅴ部の第 3 章から第 5 章については、以下の検討委員諸氏から提供いただいた情

報に基づき取りまとめた。また第 1 章、第 2 章の調査と執筆は農林中金総合研究所の平澤

明彦が担当した。 
 
第 3 章（英国）   和泉 真理  社団法人ＪＣ総研 客員研究員 
第 4 章（ドイツ）  市田 知子  明治大学 教授 
第 5 章（フランス） 清水 卓   駒澤大学 教授 
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訳語 

active farmer  営農実態のある農業者 
community led local development (CLLD)  地元主導の小地域開発 
convergence  （単位面積当たり直接支払い金額の）格差縮小，平準化 
ecological focus area (EFA)  環境重点用地 
greening  グリーニング（CAP ないし直接支払いの環境親和化） 
horizontal regulation  横断的規則（水平規則とも呼ばれる） 
young farmer  青年農業者 
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１ 課題の設定 
 
 本報告書（第 V 部）の課題は、英独仏の主要３か国について、直接支払制度と農村振興

政策の選択状況を分析することである。 
 2013 年の CAP 改革（実施期間 2014-2020 年）では、直接支払いが単一支払い（および

単一面積支払い）から各種の目的別支払いに分化し、従来にも増して加盟国の裁量が拡大

した。また、農村振興政策については従来から加盟国が所与の施策を組み合わせて独自に

農村振興プログラムを策定する仕組みとなっており、2014-2020 年のプログラムが策定さ

れつつある。くわえて、加盟国の任意により直接支払い（第 1 の柱）（注 1）と農村振興政

策（第 2 の柱）の間で双方向の予算移転が可能となった。 
 いずれについても加盟国によって内容が大きく異なることが想定されるため、実情を把

握するには国別の選択状況を調査する必要がある。 
 以下、本報告書ではまず第２章で、EU および全加盟国体における選択状況を整理したう

えで、以後の各章で３か国それぞれの詳細を解説する。とくに、第 1 の柱・第 2 の柱の間

の予算移転、直接支払制度における各直接支払（グリーン支払い、基礎支払い、再分配支

払い、青年農業者支払い、自然制約地支払い）の単価の設定方法、カップル支払いの実施

状況、小規模農業者支払い制度等の選択、農村振興政策（リスク管理政策を含む）の選択

状況等を分析する。 
 
（注 1）CAP は第 1 の柱（直接支払いおよび市場施策）と第 2 の柱（農村振興政策）に区分されている。 
 
 
２ EU 各国の選択状況 
 
 ３か国の詳細な分析に先立ち、本章では最近公表された欧州委員会の資料等により、 
EU の全加盟国における選択状況を概観する。 
 
 
２-１ 柱間の予算移転 
 
 まず、直接支払いと農村振興の予算額を確定する前提となる、両者間の予算移転につい

て各加盟国の予定を確認する。 
 2013 年 CAP 改革で柱間の財源移転を任意化・双方向化した結果、旧来のモジュレーシ

ョンに比べて移転の規模は大幅に縮小した模様である。 
 2015 年における第 1 の柱から第 2 の柱への予算移転は 11.3 億ユーロ、逆方向の第 2 の

柱から第 1の柱への予算移転は 6.9億ユーロであり、両方向あわせて 18.2億ユーロである。
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差し引きすると第 1 の柱から第 2 の柱への純移転額は 4.4 億ユーロとなっている（CAP 
Monitor）（なお 2015 年 EU 予算案によれば純移転額は 1.2 億ユーロ）。2015 年の CAP 予

算（第 1 の柱 443 億ユーロ、第 2 の柱 136 億ユーロ。いずれも MFF による）と対比すれ

ば微々たるものであり、これまでのモジュレーション（農業者段階における直接支払い受

給額のうち 5 千ユーロ超過部分の 10％、30 万ユーロ超過部分の 14％を第 2 の柱に移転）

と比べて大幅に縮小した。 
 第一と第 2 の柱の間の財源移転には以下のとおり国ごと・地域ごとに大きな違いがあり，

また既往加盟国と新規加盟国で傾向が異なっている。 
 まず、28 加盟国の 4 割以上を占める 12 か国は予算移転の予定がない。 
 それに対して従来のモジュレーションと同じ方向である第 1 の柱から第 2 の柱への予算

移転を行う国は 11 か国ある。そのうち 3 分の 2 にあたる 7 か国は既往加盟国（英国，ベル

ギー，ドイツ，フランス，オランダ、デンマーク、ギリシャ）であり、かつ英独仏の３強

国を含んでいる。新加盟国はエストニア、ラトヴィア、チェコ、ルーマニアの 4 か国であ

る（ただしルーマニアは 2018 財政年度まで）。これらのうち移転の割合（2020 財政年度）

が最も大きいのはエストニアで上限いっぱいの 15％，最も小さいのはチェコの 1.3％であ

り、国ごとの差が大きい。 
 

図 V - 1 柱同士の間における予算移転の割合（2020 財政年度） 

 
資料： DG-Agri(2015a)のデータにより作成。 
（注）2000 年代の新加盟国と既往加盟国に棒グラフを色分けした。 

 
 従来とは逆方向の第 2 の柱から第 1 の柱への予算移転を行う国はポーランド，スロヴァ

キア，クロアチア，ハンガリー、マルタの 5 か国である。いずれも新加盟国であり、また

南北方向に隣接したグループをなしている。予算移転の割合はマルタを除きいずれも大き

く、ハンガリーとクロアチアでは通常の上限である 15％，スロヴァキアではそれを上回る
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21.3％，ポーランドでは特例措置を含めた上限の 25％である。ポーランドは、前の

2007-2013 年農村振興プログラムにおいて、予算の未支出額が加盟国のうちでも最大規模

となっている（DG-Agri 2013 のデータによる）ことから、直接支払いへ予算を移転する余

力があり、かつその利点が大きいとみられる。 
 なお、年によって段階的に予算の移転割合を変更する国は 6 か国ある。 
 また、国内地域別に予算移転を行う国もあり、たとえば英国における直接支払い予算の

農村振興への移転割合はイングランド 12％、ウェールズ 15％、スコットランド 9.5％、北

アイルランド移転なしである（Agra Europe, Jan 21 2014）。同じくベルギーではフランダ

ース地方 10％（2018 年以降）、ワロン地方移転なしである（Agra Europe, Mar 4 2014）。 
 
 
２-２ 直接支払いの国別選択状況 
 
 新制度では直接支払いの種類別構成およびそれぞれの内容について加盟国の裁量が大き

いため，各国で実際に採用される制度の内容が重要な意味を持っている。加盟国は 2014 年

8 月 1 日までに欧州委員会に直接支払いの実施内容を通知することとされていた（注 2）。
欧州委員会は1月末ないし2月上旬になって2015年1月23日時点の概要（DG-Agri 2015a）
を公表した。本節ではおもにその内容に各種報道情報を交えて加盟国ごとの検討状況を整

理する。なお、これらの内容は各国の実施までに変更される可能性がある。 
 
（注 2）環境重点用地の採用項目（2015 年 10 月 1 日まで）や環境上脆弱な永年草地（2015 年 12 月 15

日）などはこれ以降に期限が設定されている。 
 
２-２-１ 営農実体のある農業者の基準 
 「営農実体のある農業者（Active Farmer）」（直接支払規則 9 条）であることは、直接支

払いを受給するための条件の一つである。 
 そのためには農地を農業に適した状態で維持するための最低限の活動を行うこと（9 条(1)）
に加えて、業種の制限（9 条(2)）がある。後者は、直接支払いの対象から原則として除外

される業種のリストを定めており、加盟国は任意で業種を追加することができる（9 条(2)）。
2014 年 8 月 1 日時点では、8 か国が業種を追加する予定であった。 
 また、業種を限定せずに、ある経済主体において農業が重要な活動でない場合は、客観

的かつ非差別的な基準に基づき、直接支払いの対象外とすることができる（9 条(3)）。この

規定は 6 か国が採用した。 
 ただし、これらの規定は前年の直接支払い受給額が一定の水準（最高 5 千ユーロ）以下

であれば適用されない（9 条(4)）。この免除規定について、11 か国がより厳しい（5 千ユー

ロを下回る）基準額を設定した。 
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２-２-２ グリーニングの取組み 
 直接支払いの受給者には、３種類のグリーニング取組み要件（すなわち永年草地の維持、

環境重点用地の確保、作物多様化）が課される。しかしその対応には加盟国毎に選択の余

地がある。表 V - 1 に各国の対応状況を要約した。 
 

表 V - 1  各国におけるグリーニングの方針（2014 年 8 月 1 日までの申告内容） 

加盟国 
永年草地の

維持単位 
その他の取組み要件 

ベルギー 地域 
 

ブルガリア 国 
 

キプロス 国 
 

チェコ 国 
 

デンマーク 国 
 

ドイツ 地域 
 

エストニア 国 環境重点用地：森林国の減免措置 

スペイン 国 
 

フランス 地域 同等措置：認証制度（作物多様化） 

ギリシャ 国 
 

クロアチア 国 
 

アイルランド 国 同等措置：農業環境支払い（作物多様化） 

イタリア 国 
 

ラトヴィア 国 環境重点用地：森林国の減免措置 

リトアニア 国 
 

ルクセンブルク 国 
 

ハンガリー 国 
 

マルタ なし(*)  

オランダ 国 
同等措置：認証制度（３種類）、 

環境重点用地：集団的取組み 

オーストリア 国 同等措置：農業環境支払い（作物多様化、環境重点用地） 

ポーランド 国 
同等措置：農業環境支払い（作物多様化）、 

環境重点用地：集団的取組み 

ポルトガル 国 
 

ルーマニア 国 
 

スロヴァキア 国 
 

スロヴェニア 国 
 

フィンランド 国 環境重点用地：森林国の減免措置 

スウェーデン 国 環境重点用地：森林国の減免措置 

英国 地域 
 

資料： DG-Agri(2015a)により作成。 
（注） (*)マルタは永年草地がないため。 

 
 まず、取組要件の免除を受けるための「同等措置」を導入する加盟国は５つある。うち

３か国（オーストリア、アイルランド、ポーランド）は農村振興プログラム、残り２か国

（フランス、オランダ）は認証制度による同等措置を採用する。各国の同等措置はいずれ

も作物多様化に対応するほか、オーストリアは環境重点用地、オランダは 3 種類すべての
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要件に対応する。具体例としては、フランスのトウモロコシ単作農場における冬季被覆作

物の認証制度が、作物多様化の同等措置として欧州委員会に認められたと報じられている

（Agro Europe, 24 Feb 2015）。 
 また高緯度に位置する 4 か国（スウェーデン、フィンランド、エストニア、ラトヴィア）

は森林国向けの減免措置を利用する。 
 永年草地の維持要件は、全国単位で管理する国がほとんどであり、4 か国（ベルギー、フ

ランス、ドイツ、英国）のみが地域単位で管理する。 
 環境重点用地については、オランダとポーランドが集団による取組みを導入する。 
 加盟国が報告した環境重点用地の種類は、採用国数の多い順に、窒素固定作物（27 か国）、

休耕地（26 か国）、景観（23 か国）、短期輪作の雑木林（21 か国）、間作（20 か国）、緩衝

地片・森林際の地片（19 か国）、植林地（13 か国）、アグロフォレストリ（12 か国）、段々

畑（8 か国）である。また、加盟国の半数近い 13 か国は 10 種類以上の環境重点用地を採

用した。 
 景観にかかる環境重点用地の詳細は、採用国数の多い順に、木々の集まり（17 か国）、圃

場の縁（の不耕作地）（16 か国）、木々の列（16 か国）、生垣（13 か国）、水路（14 か国）、

孤立した木（13 か国）、池（11 か国）、伝統的な石壁（6 か国）、その他（10 か国）である。 
 
２−２−３ 基礎支払いの詳細 

２-２-３-１ 基礎支払いの方式 
 これまで単一面積支払を採用していた 10 か国は、いずれもその継続（当面は 2020 年ま

で）を選択しており、それ以外の国における基礎支払いと併存する。また、基礎支払いを

導入する国のうち 6 か国は地域方式を採用する。それ以外の国は全国方式となる。 
 
２-２-３-２ 面積単価の国・地域内平準化 

 それ以外に、面積単価の国・地域内平準化と、高額受給の減額についても制度の選択が

加盟国に委ねられている（表 V - 2）。 
 面積単価の平準化については、原則どおり面積単価を国・地域内で一律とする完全平準

化を実施する国は７か国と４分の１にとどまっており、多くの国は部分的平準化を選択し

たとみられる。完全平準化を導入する国のうちドイツ、マルタ、イングランド（英国）は

2015 年から実施するのに対して、それ以外の国（オランダ、オーストリア、フィンランド、

スコットランドとウェールズ（英国））は 2019 年（注 3）ないし 2020 年（スウェーデン）

に実現の予定である。また、部分的平準化を選択した国のうち 8 か国は、平準化に伴って

個別農業者段階で生じる受給権単価の減少幅に、30％の上限を設けた。 
 
（注 3） 直接支払規則は 2019 年までに平準化を実施するよう定めている。 
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表 V - 2  各国における基礎支払いの方針（2014 年 8 月 1 日までの申告内容） 
加盟国 地域方式 平準化 高額受給の減額 

ベルギー（フランダース）  単価引下限度 30％ 受給額上限 15 万ﾕｰﾛ 

ベルギー（ワロン）  単価引下限度 30％ 減額なし 

ブルガリア   
受給額上限 30 万ﾕｰﾛ 

支払賃金控除 

アイルランド   受給額上限 15 万ﾕｰﾛ 

ドイツ 地域方式 一律単価 2015 年 減額なし 

エストニア   支払賃金控除 

アイルランド   受給額上限 15 万ﾕｰﾛ 

ギリシャ 地域方式 単価引下限度 30％ 
受給額上限 15 万ﾕｰﾛ 

支払賃金控除 

スペイン 22～24 地域 単価引下限度 30％ 支払賃金控除 

フランス 地域方式 
単価引下限度 30％ 
(ただしコルシカは一

律単価 2015 年) 
減額なし 

クロアチア  単価引下限度 30％ 減額なし 

イタリア  単価引下限度 30％ 

15 万ﾕｰﾛ超 50％、 

受給額上限 50 万ﾕｰﾛ 

支払賃金控除 

ラトヴィア   支払賃金控除 

リトアニア   減額なし 

ルクセンブルク   支払賃金控除 

ハンガリー   受給額上限 17.6 万ﾕｰﾛ 

マルタ  一律単価 2015 年  

オランダ  一律単価 2019 年  

オーストリア  一律単価 2019 年 
受給額上限 15 万ﾕｰﾛ 

支払賃金控除 

ポーランド   受給額上限 15 万ﾕｰﾛ 

ポルトガル  単価引下限度 30％  

ルーマニア   減額なし 

スロヴェニア  単価引下限度 30％ 支払賃金控除 

フィンランド ３地域 一律単価 2019 年  

スウェーデン  一律単価 2020 年  

英国（イングランド） ３地域 一律単価 2015 年  

英国（北アイルランド）   受給額上限 15 万ﾕｰﾛ 

英国（スコットランド） ３地域 一律単価 2019 年 受給額上限 60 万ﾕｰﾛ 

英国（ウェールズ） 地域方式 一律単価 2019 年 

20 万ﾕｰﾛ超 30％、 

25 万ﾕｰﾛ超 55％、 

受給額上限 30 万ﾕｰﾛ 
資料： DG-Agri(2015a)および Agra Europe 誌報道により作成。 
（注） 1. 地域方式の地域数は Agra Europe 誌による。 

2. 高額受給者の減額措置は義務的水準（15 万ユーロ超過部分の 5％）よりも厳格な規定と、

減額措置のない場合を表示。 
3. 該当のない国は省略した。 
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２-２-３-３ 高額受給の減額措置 
 基礎支払いの高額受給者に対する減額措置は、原則どおり 15 万ユーロ超過部分の 5％減

額のみを適用する国が 15か国ある一方、それよりも厳しい減額措置を導入する国が 9 か国、

逆に減額を行わない国が 5 か国ある。減額による第 2 の柱への移転額は 1 年あたり約 1.12
億ユーロであり、従来の第 2 の柱への予算移転（上述）に比べて約 10 分の１にとどまる。 
 
 減額措置を厳格化する国・地域はいずれも受給上限額を設定する。最も厳しい 6 か国・

地域の上限額は 15 万ユーロである（フランダース（ベルギー）、アイルランド、ギリシャ、

オーストリア、ポーランド、北アイルランド（UK））。次いで厳しい順にハンガリー（17.6
万ユーロ）、ブルガリアとウェールズ（UK）（30 万ユーロ）、イタリア（50 万ユーロ）、ス

コットランド（UK）（60 万ユーロ）である。 
また、2 か国・地域は上限額以下の金額帯について高率の減額をあわせて導入するため、累

進的な減額制度となる。減額幅はウェールズ（UK）で 15 万ユーロ超 15％、20 万ユーロ超

30％、25 万ユーロ超 55％であり、イタリアで 15 万ユーロ超 50％である。 
 高額受給の減額を行わない 6 か国・地域（ワロン（ベルギー）、ドイツ、フランス、クロ

アチア、リトアニア、ルーマニア）は、再分配支払いを導入することにより（ただし直接

支払いの 5％以上。直接支払規則の規定による）減額措置の導入義務を免れている。なお、

ブルガリアとポーランドは減額措置と再分配支払いの両方を導入する。 
 そのほか、9 か国においては高額受給の減額を行う前の段階で、直接支払額から農業者の

支払う賃金を控除する。 
 

２-２-４ 目的別直接支払い 

２-２-４-１ EU 全体の予算構成比 
 新たな直接支払規則は各種の目的別直接支払いを導入し、またその割合については一部

が加盟国の判断に委ねられた。 
 EU 合計でみれば、2015 年における直接支払いの種類別予算構成は、基礎支払い 55％、

グリーニング支払い 30％、カップル支払い 10％、それ以外の直接支払い 5％である。 
 このうちグリーニング支払いは各国とも一律に 30％が義務付けられており、基礎支払い

（ないし単一面積支払い。以下同じ）は各種直接支払いを除いた残りである。各国におけ

る選択の結果、カップル支払いは概ね枠いっぱいの予算が割り当てられたのに対して、そ

れ以外の各種目的別支払いはそれほど利用されていない（表 V - 3）。その結果として基礎支

払いが予算の過半を占め、グリーニング支払いと合わせて全農家を対象とする直接支払い

が予算の 85％と大部分を占めることとなった。カップル支払いが（拡大したとはいえ）従

来制度を受け継いでいることを考慮すれば、全体として従来型の支払いを概ね維持する保

守的な選択といえそうである。 
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表 V - 3 直接支払いの種類別予算構成 

種類 2015年(予定) 規則上の範囲 

グリーニング支払い 30％ 30％ 

基礎支払い（単一面積支払いを含む） 55％ 13～70％ 

カップル支払い 10％ 0～10％(*) 

再分配支払い 

合わせて 

5％ 

0～30％ 

青年農業者支払い 義務的～2％ 

自然制約地域支払い 0～5％ 

小規模農業者制度 0～10％ 

資料 直接支払規則（1307/2013）および DG-Agri(2015a)により作成。 
(*) 蛋白質作物の上乗せ 2％を含む。実績に応じさらに上乗せ可能（その場合は基礎支払がその

分縮小する）。 
 
 
２-２-４-２ 国別にみた違い 
 しかし、国別にみれば加盟国間で明確な相違がある（図 V - 2）。特に再分配支払いとカッ

プル支払いの利用状況によって基礎支払の割合にはかなりの差がある。 
 

図 V - 2 国別にみた直接支払いの予算構成（2015 年） 

 
出所： DG-Agri(2015a) 

 
 極端な例はマルタであり、カップル支払いが 57％にも及ぶ結果、基礎支払いは 12％に過

ぎない。次いでカップル支払いの割合が 20％程度と高いポーランドとフィンランドは、い

ずれも基礎支払いが 50％を切っている。それ以外にはカップル支払いと再分配支払いを併
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用するベルギー、ブルガリア、フランス、クロアチア、リトアニア、ポーランドはいずれ

も基礎支払いが 50％未満となっている（ルーマニアは同様の組み合わせだが基礎支払い

51％）。 
 逆に、再分配支払いを利用せず、かつカップル支払いの少ないデンマーク、エストニア、

ルクセンブルク、オランダ、オーストリア、英国は基礎支払いの割合が 65％以上（グリー

ニング支払いと合わせて 95％以上）あり、従来制度に近い構成となっている。 
 
２-２-４-３ 支払種類別の導入状況 
 再分配支払いを導入した 8 か国はいずれも直接支払いの 5％以上を充てている。中でも割

合の高い国はリトアニア（15％）とクロアチア（10％）である。報道によれば、フランス

は段階的に直接支払い予算の 20％まで引き上げる予定であり、また、ドイツとルーマニア

は面積規模に応じて異なる単価を適用する見込みである（表 V - 4）。 
 

表 V - 4 各国における再分配支払いの詳細 
加盟国 再分配支払い 

ドイツ 30ha 以下 50 ユーロ/ha、46ha 以下 30 ユーロ/ha  

ワロン（ベルギー） 上限 50ha  

フランス 
上限 52ha、段階的導入（2015 年直接支払いの 5％、

2016-2017 年同 10％、2018 年以降同 20％） 

ルーマニア 5ha まで高単価、5ha～30ha まで低単価  

ポーランド 上限 30ha  

出所： 2014 年中の Agra Europe 誌掲載記事に基づき作成。 

 
 青年農業者支払いはすべての加盟国が導入を義務付けられているものの、各国とも予算

規模は小さい。直接支払いに占める割合は 2％が 14 か国、1％が 8 か国、0％（単位未満）

が 5 か国である。 
 自然制約地域支払いを導入した国はデンマークのみであり、同国の直接支払いに占める

割合は 1％未満である。 
 小規模農業者制度を導入した国は 15 か国あるが、参加農家に一律の支払いを行う国はラ

トヴィアとポルトガルのみである。 
 なお、カップル支払いについては第 I 部を参照。 
 
 
２-３ 農村振興政策の選択状況 
 
 農村振興政策に基づく具体的な施策は、各国が農村振興プログラムとして策定する。し
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かし新たなプログラムの欧州委員会による承認は遅れており、実施も先送りされている。

こうした中で、欧州委員会は 2 月下旬までに（注 4）プログラムの策定状況に関する概要資

料を公表した（DG-Agri 2015b）。これは加盟国からプログラム案等の提出を受けた欧州委

員会が、2015 年 2 月 13 日時点の情報に基づき作成したものである。 
 そこで本節では農村振興プログラム策定の進捗状況と、プログラム内容の選択状況につ

いて、上記資料など欧州委員会の文書と報道情報に基づいて整理する。 
 
（注 4） 2015 年 2 月 24 日にアイルランドの農業者団体が当該資料をニュースとして報じている。 
 
２-３-１ パートナーシップ協定の締結 

 2013 年 CAP 改革では、農村振興プログラムの策定に先立ち、新たに他の構造・投資基

金を含む包括的なパートナーシップ協定を締結することとなっている。 
 ESI 基金共通条項規則 1303/2013 の規定によれば、加盟国は 2014 年 4 月 22 日までに欧

州委員会にパートナーシップ協定案を提出（14 条(4)）し、欧州委員会は提出を受けてから

3 か月以内に意見を述べ（16 条(1)）、4 か月以内に承認を決定する（16 条(2)）こととされ

ている。 
 2014 年 5 月から 11 月にかけて 28 加盟国すべてのパートナーシップ協定が採択された

（2014 年 11 月 21 日付報道発表）。 
 
２-３-２ 農村振興プログラム策定の遅れ 

 パートナーシップ協定の締結に続く農村振興プログラムの策定は予定より遅れており、

実施時期や予算に影響が出ている。以下にみるとおり、多くのプログラムは 2015 年半ばに

承認される見通しが示されている。 
 2015 年からの新プログラム実施にむけて、農村振興政策にかかる各種規則は 2013 年末

までに決定され、2014 年中に農村振興プログラムが承認される予定であった。しかし、実

際に農村振興政策の実施規則（規則 808/2014）が決定されたのは 2014 年 7月 17日であり、

半年強の遅れとなった。その後、全 28 加盟国が農村振興プログラムを提出したものの、そ

の多くは 2014 年内には欧州委員会の承認を得られなかった。全体で 118 の農村振興プログ

ラムが提出されており、そのうち 2015 年 2 月 13 日までに承認されたのは 16 か国の 27 プ

ログラムである（Commission "State of play of approvals of 2014-2020 Rural 
Development Programmes (RDPs)" および 2015 年 2 月 13 日付 報道発表）。したがって

新しい農村振興プログラムの実施はまだ先のこととなる。 
 なお、農村振興プログラムの数が 118 と多いのは、一部の加盟国が地域別の農村振興プ

ログラムを策定しているためである。地域数の多い順に列挙するとフランス（30 地域。以

下省略）、イタリア（23）、スペイン（19）、ドイツ（15）、英国（4）、ポルトガル（3）、ベ

ルギー（2）、フィンランド（2）であり、上位 4 か国で 87 地域と大部分を占めている。 
 こうした遅れの原因は、欧州委員会によれば現行多年度財政枠組み（MFF。2014-2020
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年）の合意が遅かったことである。MMF 規則の成立は 2013 年 12 月であったため、農村

振興に限らず、MFF を財源とする各種政策の EU 法制定は 2014 年となり、それに基づく

多数のプログラムが 2014 年中に採択されなかった。その結果、2014 年の予算には少なか

らぬ未使用が発生しており、211 億ユーロを 2015-2017 年予算への移転する方向である。

同様の措置は 2000-2006 年および 2007-2013 年の MFF 当初にも適用された(Commission 
"EU budget: Transfer of unused 2014 EU budget commitments" January 20, 2015 )。 
 この MFF 見直しの中で、農村振興政策については、2014 年予算の６割以上にあたる 87
億ユーロが 2015 年と 2016 年の予算に 43.5 億ユーロずつ移転される方向となり、2015 年

2 月 18 日の経済・財務省理事会で合意した。その結果、農村プログラムの承認はさらに遅

れることとなった。残されたプログラムの承認は、この件にかかる MFF の修正のため、大

部分が 5 月から 7 月末までになると報じられている。また欧州委員会は多くのプログラム

について見直し（50 か所ないし 400 か所）を要請しているという（Agra Europe, 2015 年

2 月 16 日、同 2 月 19 日）。 
 
２-３-３ 新プログラムの選択状況 

 DG-Agri（2015b）（前述の概要資料）は、農村振興プログラムについて EU 全体の予算

構成や、各種施策の採用状況をまとめている。 
 6 つある EU の優先事項別に集計した予算の構成比をみると（表 V - 5）、「農林業に関わ

る生態系」（43％）、次いで「農業の存続能力と競争力、持続可能な森林管理」（20％）が特

に多く、２つあわせて 63％を占めている。また、各加盟国は予算の 30％以上を環境・気候

対応に割り当てるよう義務付けられているが、各加盟国ともこの基準を満たしている。 
 

表 V - 5 EU の優先事項別にみた農村振興予算の構成比 

Ｅ
Ｕ
の
優
先
事
項 

・知識移転と革新 （分野横断的）  

・農業の存続能力と競争力、持続可能な森林管理 20％ 

 

・フードチェーン組織、動物福祉、リスク管理 10％ 

・農林業に関わる生態系 43％ 

・資源効率、低炭素、気候耐性 9％ 

・社会的包摂、貧困削減、経済振興 13％ 

（技術的支援） 3％ 

出所 DG-Agri (2015b)掲載のデータにより作成。 
(注) 合計は 100％に一致しない。 

 
  個別施策別の予算配分をみると（表 V - 6）、一部の施策への集中が明確である。予算の

構成比が１割を上回る上位 3 施策、すなわち「物理的資産への投資」（23.5％）、「農業環境、

気候対応」（16.8％）、「自然ないしその他の制約のある地域」（16.1％）があわせて全体の
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56.4%を占め、次いで構成比 5％以上の「農業および事業開発」（7.2％）、「農村地域におけ

る基礎的サービスと村の再生」（6.7％）、「有機農業」（6.36％）、「LEADER」（6.1％）まで

を含めると上位 7 施策で 82.8％に達している。 
 

表 V - 6 施策別にみた農村振興予算の構成比 

施策 予算構成比 

物理的資産への投資 23.5％ 

 

農業環境、気候対応 16.8％ 

自然ないしその他の制約のある地域 16.1％ 

農業および事業開発 7.2％ 

農村地域における基礎的サービスと村の再生 6.7％ 

有機農業 6.36％ 

LEADER 6.1％ 

森林の抵抗力および環境価値、ならびに森林生態系

の気候変動緩和能力を改善する投資 
4.5％ 

技術的支援 2.2％ 

協同 2％ 

リスク管理 1.8％ 

動物福祉 1.6％ 

知識移転 1.2％ 

助言サービス、農業経営・農場支援サービス 1.0％ 

自然災害および壊滅的事象により損なわれた農業生

産力の回復 
1.0％ 

廃止された（Disc.）施策 0.6％ 

Natura2000 および水枠組指令 0.5％ 

生産者集団（・生産者組織？）の設立 0.5％ 

農産物及び食品の品質制度 0.4％ 

森林環境・気候サービスと森林保全 0.3％ 

出所 DG-Agri (2015b)掲載のデータにより作成。 
(注) 合計は 100％に一致しない。 

 
 新たな施策・制度の利用状況についてみると、その多くはかなりの国で導入が進んでい

る。 
 まず、LEADER/地元主導小規模地域振興(CLLD)は、従来から加盟国に予算割当義務が

あり、すべての加盟国が採用する。LEADER の予算規模に課された最低基準（第 2 の柱の

５％以上）は各加盟国とも満たしている。また、従来の条件不利地域制度を置き換える自

然制約地制度は 25 か国が採用する。 
 新規の施策としては、欧州革新パートナーシップと青年農業者新規就農支援が 23 か国と

大多数の国で導入される。小規模農場支援（15 か国）とリスク管理（14 か国）は約半数の

国が導入する。金融的施策(financial instruments)（9 か国）およびサブプログラム（4 か

国）の利用は一部の国に限られている。 
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表 V - 7 新たな施策・制度の利用状況 

施策・制度 利用国数 
予算 

（億ﾕｰﾛ） 

LEADER/地元主導小規模地域振興(CLLD) 28  94 

自然制約地域 25  … 

欧州革新パートナーシップ 23  … 

青年農業者の新規就農支援 23  53 

小規模農場の開業支援 15  … 

リスク管理 14  27 

金融的施策(Financial Instruments) 9  … 

サブプログラム 4  … 

出所  DG-Agri(2015b)の掲載データにより作成。 
（注）予算は加盟国の共同拠出を含む。 

 
 これらのうち LEADER については公的支出（加盟国の共同拠出を含む）94 億ユーロの

内訳が示されている。それによると、施策のうち事業にかかるものが全体の 78％（73 億ユ

ーロ）と多く、次いで運営費・活性化が 16％（15 億ユーロ）、協力 4％（4 億ユーロ）、準

備 1％（1 億ユーロ）となっている。また、対象地域は全体として EU 農村人口の 48％に

あたる 1.47 億人をカバーする計画である。 
 同様にリスク管理については、施策の種類としては保険が全体の 8 割（22 億ユーロ）と

多く、相互基金が 15％（4.17 億ユーロ）でそれに次ぎ、所得安定化施策は５％（1.3 億ユ

ーロ）にとどまっている。欧州委員会での聞取りによると、加盟国の多くは相互基金や所

得安定化施策をこれまで有していないためにその採用には慎重であるという。さらに、加

盟国別には集中が顕著であり、イタリア（約 16 億ユーロ）、フランス（約 6 億ユーロ）、ル

ーマニア（約 2 億ユーロ）の上位 3 か国が 9 割程度を占めている。 
 自然制約地域については、2018 年度の完全実施に向けて新制度に基づく地域指定が進め

られている。多くの国は 2016 年ないし 2017 年に決定する予定であるが、5 か国は既に採

択しており、2015 年にはさらに 3 か国で採択の見込みである。 
 
 
文献 
 
DG Agriculture and Rural Development (2013) “Rural Development in the European 

Union - Statistical and economic information - 2013”, December. 
DG Agriculture and Rural Development (2015a) “The CAP towards 2020 - 

Implementation of the new system of direct payments - MS notifications”, Slides. 
DG Agriculture and Rural Development (2015b) “The CAP towards 2020 - 

Implementation of Rural Development Policy - State of Play of RDPsnotifications”, 
Slides. 



２   EU 各国の選択状況 

― V－14 ― 

３ 英国（イングランド）における 2015 年以降の共通農業政策（CAP）の運用  
 

３-１ はじめに 
       
 本章では、2014−2020 財政期間の CAP の国別の運用例として英国のイングランドで

の運用内容を紹介する。また、英国の農業予算や農業関連予算と、国家予算との関連性

についても言及する。  
 この報告を作成するにあたっては、英国政府、スコットランド政府等の発出している

文書や統計を利用するとともに、2014 年９月にイングランドの RPA と NE へのインタ

ビューを行った。 
 なお、英国は、４つの country（イングランド、スコットランド、北アイルランド、

ウェールズ）で構成され、それぞれが議会（立法権）を持つ。４つの country 毎に農業

政策の具体的内容は異なり、2015 年以降の CAP の運用内容も country 毎に異なること

に留意されたい。 
 
 （本文中で使われている主な略語） 
  Defra：Department of Environment, Food and Rural Affairs 
          （英国）環境食料農村地域省  
  RPA：Rural Payment Agency  農村歳出庁 
  NE：Natural England  イングランド自然保全局    
    RDP：Rural Development Programme  農村振興計画（Piller２の実施計画） 
  SPS：Single Payment Scheme 旧制度（2007-2014 年）での直接支払い（単一支

払い） 
  BPS：Basic Payment Scheme 新制度（2015-2020 年）での直接支払い（基礎支払

い） 
  EFA：Ecological Focus Area グリーニングの３カテゴリーの１つ 
  ES 制度：Environmental Stewardship 旧制度での農業環境支払い、 
  CS 制度：Countryside Stewardship 2015 年から導入される農業環境支払い 
 
３-２ イングランドにおける 2015 年以降の新しい CAP への対応状況 
 

  2014 年 12 月１日から、イングランドでは、前制度である SPS の最後の支払が RPA
によって行われた。2015 年１月からは新しい CAP 制度のもとでの各種支払が行われる

ことになる。 
 イングランドにおける、新しい CAP の運用内容の概要は以下の通りである。 
◎第１の柱から第２への柱への 12%の財源移管を行う（財政期間最後の２年間は、15%
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にする可能性を含む）。 
◎ 第１の柱の直接支払い（SPS から BPS になる）の運用 

・ 前制度同様に、地域区分毎に統一単価を用いる。地域区分はこれまでの３区分

である平野部（非条件不利地域）（Non-SDA）、条件不利地域（Severely 
Disadvantaged Area: SDA）、荒れ地（Moorland）をそのまま引き継ぐ。しかし、

新制度では、Non-SDA と SDA の地域間の単価の違いをなくすとともに、

Moorland の単価を上げることにしている。 
BPS の 1ha 当たりの単価は、Defra の試算によれば、non-SDA と SDA は 199
ポンド/ha（SPS ではそれぞれ 213 ポンド/ha と 172 ポンド/ha）、Moorland は

57 ポンド/ha（SPS では 30 ポンド/ha）程度になると見込まれている。（注：グ

リーニング支払い込みの単価） 
・ 多額受給農家への支払削減は、上限額（15 万ユーロ）を超えた部分に対し、５％

の削減を行う。再分配支払は行わない。 
・ 40 歳以下を対象に、経営主である若い農業者への支払を実施 
・ グリーニングは EU の示した３カテゴリーを採用 
・ カップル支払は行わない。 
・ 自然制約地支払い、小規模農家支払いは行わない。 
・ 従って、イングランドの第１の柱の直接支払いは、BPS、グリーニング支払い、

青年農業者支払いから構成される。 
◎ 第２の柱については、新しい農村振興計画ではさらに環境関連支払の比率が拡大す

る。農業環境支払いについては、これまでの ES 制度にかわり、新たな CS 制度が導

入される。 
◎ 全ての申請手続きはオンラインで行われる。 
 イングランド政府は、2014 年１月に上記のような総論的方向性を示し、2015 年から

の実施に向けて具体的な運用についての文書を断続的に公表している。2015 年に入っ

てからもさらに運用文書が発出されることになっているが、現時点で判明しているイン

グランドの新 CAP の実施における前制度からの変更点や個別事項の運用方法について、

主要事項毎にみていく。 
 
３-２-１ Basic Payment Scheme (BPS)の運用 
    
３-２-１-１ BPS の申請に必要な要件  
 新しい BPS の最初の支払いは、2015 年５月 15 日までの申請期限に基づき、12 月１

日から翌６月 31 日の間行われる。 
イングランドの農家がこの BPS 受給の申請を行うためには、「Active Farmer である

こと」「対象となる農地を５ha 以上持つこと」「BPS の受給権（entitlement）を５単位
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以上持つこと」の３要件を満たさなくてはならない。これまで SPS を受給していた農

家のほとんどは、SPS をそのまま BPS に転換できると思われるが、いくつかの新しい

要件とそれへの対応が必要となっている。  
● Active Farmer の要件 

 Active Farmer（営農実体のある農業者）の要件として、何よりも農業活動を行っ

ている事が条件である。 
 その上で、まず、前年の SPS や BPS（グリーニング支払い、青年農業者支払いを

含む）の年間受給額（クロス・コンプライアンスの不遵守等による減額前）が 5,000
ユーロ以下の農業者は自動的に Active Farmer とみなされる。次に、EU で指定され

た Active Farmer の対象外となる５カテゴリー（空港、鉄道事業、水道事業、不動

産業、恒常的なスポーツ・リクリエーション事業）の事業者は外されるのだが、RPA
のインタビューでは、この５カテゴリーの中でも不動産業、恒常的なスポーツ・リク

リエーション事業の２つの扱いが難しいとのことであった。例えば、小さな不動産業

をしつつ農業をやっているような者が申請した場合を想定すると、十分な農業所得の

比率があるかなどを、会計報告といった書類から判断しなくてはならない。その場合、

EU と英国と RPA 年度の取り方の違いなども書類チェックにおける問題となるので

はないかとのことであった。従って、今後具体的に検査を行う際の負担が増えるとの

認識であった。 
 この５カテゴリーの事業者で農業を行っている場合であっても、以下の要件のいず

れかを満たせば BPS を受給できる（注 1）。 
・ 最新の SPS もしくは BPS（グリーニング支払い、青年農業者支払いを含む）

の受給額が、農業以外の事業の受取額の５％以上あること。 
・ 農業からの収入が収入全体の 40%以上あること。（Defra の当初案では 15%で

あったが、EU 委員会との協議で 40%に引き上げた） 
・ 36ha 以上の対象農地を所有していること。 

 
● 「対象となる農地」の要件 

 その土地が農業目的に使われていることが要件であり、Defra の説明文書（注 2）
では農業以外の活動の中身を具体的に提示し、BPS 支払の可否を示している。以下

に代表的な例を示す： 
 BPS 申請に問題の無い活動：散歩、バードウォッチング、自然・農業体験活動 
 BPS 申請のためには年間 28 日以内に制限される活動：駐車場、イベント開催 
 BPS 申請ができない活動：運動場、公園 
なお、太陽光発電パネルの下の土地は BPS や、グリーニングにおける EFA カウント

の対象にはならないとされた（注 3）。   
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● 下限面積の１ha から５ha の引き上げと受給権（entitlement））の扱い 
SPS から BPS に移行するにあたり、イングランド政府は対象農家の下限面積を従

前の１ha から５ha に変更した。RPA によれば、この変更によって SPS を受給して

いた農家のうち約 18,000 の農家がそのままではBPS には移行できないことになる。

同時にこれらの農家が保有する受給権は、そのままでは効力を失うことになる。RPA
は受給権を販売・貸与するか、あるいは農地と受給権を購入して５ha の要件を満た

すようにすることを奨めてきた。 
直接支払の受給権は、1993-2005 年期には作目毎に支払単価が異なっていたこと

から農地に付随しており取引が行われることはなかったが、2005-2014 期には取引

されるようになった。農地は維持して受給権だけを売るケースもあるし、農地面積

よりも多く受給権を持っているケースもある。EU 内には国が受給権の取引を管理し

ているケースもあるが、イングランドは民間ベースでであり RPA が取引価格につい

てはデータベースを作って公表している。受給権の取引自体は農業者から農業者だ

が、間に民間エージェントが入る。 
 また、今回新制度への移行を期に RPA は「受給権 1 単位＝１ha」にしようとし

ており、BPS の申請面積以上に保有されている受給権については、自動的に効力が

失われることになっている。これによって浮いた受給権の価値は RPA の BPS 予算

に計上される。 
これもふくめてイングランドは BPS 予算のおよそ３％を「国家保有枠」とし、こ

れを財源に青年農業者や新規参入農業者への受給権を付与することにしている（注

4）。 
 

３-２-１-２ 青年農業者支援 
   イングランドの青年農業者支援の内容は、40 歳までの青年農業者への BPS の支払

額の上乗せ制度と、青年農業者及び５年以内に就農した新規就農者に対して国がプール

している受給権を新規に割り当てることである。後者については、受給権の取引単価が

高く確保できないことが新規就農の妨げとなっていると言われてきたこと（注 5）への

対応と考えられる。 
 青年農業者の要件は、BPS の申請時に 18 歳以上 40 歳以下であり、active farmer で

あり、個人であれ共同経営であれ経営をコントロールする立場にあることである。青年

農業者への BPS の上乗せの申請は年毎に行われ、経営をコントロールする立場になっ

て以降５年間を上限に、申請することができる（注 6）。新規参入、経営継承どちらも

対象となる。経営をコントロールしているかどうかのチェックのため、納税関連書類、

借地契約書、金融機関との借り入れ契約書などの書類を弁護士(solicitor)/会計士に示し、

申請書類にそのサインを貰う必要がある（注 7）。 
 青年農業者に対しては、その保有する受給権の価値（＝BPS の単価：グリーニング
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含む）の平均に対して最大 25%上乗せが、最大 90 単位分の受給権（すなわち 90ha 分）

まで行われる。上乗せ比率については、申請状況を見て決定することとされている。  
 この青年農業者支援について、RPA はインタビューで経営主要件の精度がどこまで

確保できるかが運用上の課題であるとし、制度発足後の申請数をみて対応していきたい

とのことであった。 
 
３-２-１-３ グリーニング 
 イングランドは 2015 年からのグリーニングは EU の示した３カテゴリー、すなわち

作目多様性、永年草地、EFA(Ecological Focus Area)を採用した。 
 この経緯について、NE の担当者によれば、イングランドは当初は農業環境支払い制

度（Environmental Stewardship）の中の入門事業（ELS）をグリーニングカテゴリー

にするつもりであった。ELS の要素のいくつかをグリーニングの「同等性」の概念に

いれようとしていた。しかし、この「自主的認証」の考えは、CAP 制度の交渉期間中

に、 
・ 義務付けられたカテゴリーに追加した措置になる可能性があった、 
・ 英国だけが自主的認証に取り組む唯一の加盟国になる可能性があった、 

といった理由から採用されず、EU の３カテゴリーに帰着した経緯がある。英国鳥類保

護協会（RSPB）などの環境保全団体は、グリーニング予算 30%分を使って、農業環境

政策と同じ様な取組をすべきとの意見だったが、最終的に農業大臣が Piller1 は農業者

のため、Piller２は環境のため、と割り切った。 
 しかし、グリーニングの要件は年ベースで変更が可能であり、現在の EU の３カテゴ

リーは環境には何ら貢献しないと考えているので、内部では別の選択肢について検討し

ているとのことであった。 
 NE の担当者は印象として、「グリーニングの３つのカテゴリーを実施することにつ

いて、農家にはそれほどの大きな負担はない。」との認識であった。EFA の５％という

数値についても、「現在、クロス・コンプライアンスや ES 制度によって多くの農場で

は十分に５％を達成しており、いくつかの農場で少し未達成になると見込んでいる。現

行の取り組みと EFA に必要な面積との差は１％程度ではないか」と述べていた。 
 一方、RPA の担当者は、グリーニングの運用について、「農業者については、作目多

様性への対応が最も大変かもしれない。RPA にとって運用が難しいのは EFA であり、

生け垣などの評価が難しい。EFA は、以前行われていた set aside と似ている。」と印

象を述べていた。 
 グリーニングは、農業者の生産計画に大きな影響を及ぼし、農業者の関心も高い。

Defra は８月に発出した新 CAP についての最初の文書（注 8）でグリーニングの詳細

について説明している。グリーニングの３カテゴリーのうち、永年草地については農業

者が営農するにあたり特段の変更は必要ないようだが、あとの２カテゴリーについては
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多くの農業者が農地利用計画や生産計画を対応させる必要が出てくる。上述の Defra
の文書では、「耕地」の定義、「異なる作目」のカウントのルールや作目の分類、EFA
の対象となる５タイプの地形・植生の定義やそれぞれの面積カウントの仕方などが詳細

に示され、その後の発出文書でも順次更新、説明が加えられている。 
 イングランドのグリーニングは、BPS とは別途に単価が設定されているものではな

く、グリーニングも含めた全体の BPS の単価に対し、グリーニングの要件が不履行で

あった場合には 30%を上限に一定比率が削減されるというものである（注 9）（クロス・

コンプライアンスと同様の扱いと言える）。RPA にとっては、グリーニングが正しく実

施されているかをいかに効率的に検査するかが大きな課題となっている。 
 作目多様性の実施の検査については、（必要な数の作目が植わっているかを判断する

期間として設定されている）６〜７月の２ヶ月の間に検査を完了できるかどうかという

問題がある。現在検査員が１年かけて農場検査を実施している中で、グリーニングの実

施状況検査だけを２ヶ月間に集中的にやれるのか、せっかくある農場に行くのであれば

他の事業の実施状況（例えば農業環境支払い、青年農業者支払）の検査もできないか、

といった問題が未解決である。また、2005-2013 期の SPS は地域で統一された単価な

ので農地のチェックだけで良かったが、作目多様性の検査のために検査員は新たに作物

についての知識を持たなくてはいけなくなる。なお、さらにそれ以前の制度は作目別だ

ったので、長く RPA で検査を担当してきた検査員であれば対応できるとのことであっ

た。 
 EFA については農地の５％を生け垣、緩衝帯、休閑地、窒素固定作物、カバークロ

ップという５つのカテゴリーでカバーする必要がある。RPA の担当者は、特に生け垣

の評価が難しいと述べていた。生け垣には、途中で切れている生け垣、大きい生け垣、

小さい生け垣、道路に張り出しているものなどさまざまであり、新たに生け垣のデータ

を作らなければならないとのことであった。 
 
３-２-１-４ クロス・コンプライアンス 
 クロス・コンプライアンスは、BPS や農業環境支払いの受給条件として引き継がれ

る。クロス・コンプライアンスの内容については、GAEC（Good Agricultural and 
Environmental Condition）と SMR（Statutory Management Requirements）のカテ

ゴリーが少し整理された他、土壌保全に関する内容の変更があったが、全体的に大きな

変更はない（注 10）。 
 
（注 1）Defra “The new Common Agricultural Policy schemes in England: December 2014” 
（注 2）同上 
（注 3）Defra “The new Common Agricultural Policy schemes in England: October 2014 update” 
（注 4）同上 
（注 5）例えば http://www.jc-so-ken.or.jp/pdf/agri/research_report/izumi/eu23.pdf の p.5 
（注 6）Rural Payment Agency “The Basic Payment Scheme in England, 2015” 
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（注 7）Defra “The new Common Agricultural Policy schemes in England: December 2014” 
（注 8）Defra “The new Common Agricultural Policy schemes in England: August 2014 update: 

Including ‘Greening: how it works in practice” 
（注 9）Rural Payment Agency “The Basic Payment Scheme in England, 2015”には、不履行時の削

減率の計算例が記載されている。 
（注 10）Defra (2014 年 12 月)“The guidance to cross compliance in England 2015” 
 
３-２-２ 農村振興計画（第２の柱）における農業環境支払い 
 
３-２-２-１ イングランドの農村振興計画の特徴 
 イングランドの 2014-20 年を対象期間とする新しい農村振興計画（Rural 
Development Programme for England: RDPE）は、2015 年２月 13 日に EU 委員会と

の合意に至った。イングランドの農業振興計画は、2020 年までに、EU 負担分、イン

グランド政府負担分合わせて 35 億ポンドを農村開発に投じる。その内訳は、農業環境

支払に 31 億ポンド、農林業の生産性向上に 1.4 億ポンド、農村経済の振興に 1.77 億ポ

ンドと関連する LEADER に 1.38 億ポンド仕向けられることになっており、前の計画

以上の高い比率が農業環境支払に仕向けられることになっている（注 11）。 
  イングランドの農村振興計画で農業環境支払いの比率がとりわけ高い理由について、

NE の担当者は、「これが予算の使い方として最も効果が高いと考えるから。大臣は、

第 2 の柱は環境向けに優先すると考えている。第 1 の柱での環境要件による環境への貢

献は非常に少ないと考えており、第 2 の柱で財源水準を維持しないと、環境目的を達成

できない。」「英国政府はどの党が与党になっても、CAP による所得への補助は正当化

されないとのスタンスである。納税者の理解が得られないと考えている。特に今回は次

の選挙を控えた繊細な時期であり、そのような考え方は強い。」 
 次に、新しい農業振興計画の目玉ともいえる、新しい農業環境支払いである

Countryside Stewardship（CS 制度）を取り上げる。  
 
３-２-２-２ Countryside Stewardship（CS 制度）の概要  
 CS 制度は、ES 制度（現行の農業環境支払い）、The English Woodland Grant Scheme
（森林保全のための投資助成）、Catchment Sensitive Farming programme (水源の水

質保全制度)のなかの投資助成を引き継ぐ制度である。制度の最重要目的は生物多様性

であり、他の主要目的として水質保全が掲げられている。同時に、洪水管理、歴史的資

産の保全、景観保全、種の保存、教育目的の利用、気候変動の抑制と変動への対応への

貢献も期待されている。 
 制度は大きく３種のプログラムで構成される。 

・ 高度事業（ES 制度の HLS 事業に類似） 
・ 中度事業（ES 制度の ELS 事業に替わる事業） 
・ 生け垣や石垣の構築目的など、上記２事業の対象外である初歩的な事業向けの
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投資助成 
 高度事業、中度事業は、概ね５年間という期間で実施される。 
上記プログラムの中で、前制度からの最大の変更点は、前制度の ELS 事業が、申請す

ればほぼ自動的に助成対象となり、実績的にもイングランドの農地の 65%を対象とす

る「浅く広い事業」であったのに対し、それに替わる中度事業は高度事業や現行の HLS
事業同様に申請された案件が審査され、自動的に助成されるわけではないことである。

この点で、CS 制度は ES 制度よりも、ターゲットを明確に絞り（単に取り組むだけで

はなく）効果が出るように設計されている。 
 ELS 事業の廃止により、農業環境支払いの対象となる農地が減るのではないか、と

のコメントに対し、NE の担当者は、「そもそも ELS 事業の政策目標である『農地面積

の 70%』の意味に対しては誤解がある。70%とは対象農家の面積であり、その農家の農

地全てが ELS 事業の対象となっているわけではない。新しい CS 事業では、同じ予算

水準を維持し、実質同じ面積の農地を対象に事業を行おうとしている、よい対象を集中

させるかもしれない。同じ面積だが、もっと効果的に事業を実施しようとしている。」

とのことであった。 
 CS 制度の今後の実施スケジュールは、高度事業及び中度事業については、農業者な

どの申請者は 2015 年７〜９月の間にオンラインで申請し、10 月の審査期間を経て、11
〜12 月に申請者と担当部局とで実施内容を固め、2016 年元旦から事業が開始される。

投資助成については、2015 年２〜４月の間にオンラインで申請し、５月の審査期間を

経て、６月以降実施される予定である。 
 
３-２-２-３ CS 制度の詳細 
 CS 制度については、11 月に発出された文書（注 12）で詳細な内容と事業の単価表（注

13）が示された。前事業である ES 事業では、HLS 事業と ELS 事業では異なる単価表

が示されていたが、CS 制度では全ての事業で統一された単価表が用いられる。単価表

には、丘陵地管理、有機農業への支援（有機農業への転換、有機認証された農地の管理）

など、ELS 事業のみ含まれていた項目や、教育目的のアクセスなど HLS 事業のみに含

まれていた項目、生け垣や石垣の設置や歴史的建造物の修理などの投資事業項目が掲載

されている。 
 では、高度事業と中度事業とはどこが違うのか。 
  高度事業は、環境上最も重要な場所において、生息地の再生、森林の再生、優先保護

生物のための特別の取り組みなど複雑な事業を行う。単価表に示されたいずれの項目に

も取り組むことができ、NE や林野庁の専門アドバイザーが個別に助言をする。高度事

業を申請するには、事前に NE や林野庁と相談する必要があり、これらの点で HIS 事

業と極めて似ていると考えられる。 
 中度事業は、比較的広い面積での環境問題、例えば水質汚染を防ぐことや、農地での
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鳥類や昆虫類の保護などを目的としている。単価表に掲載されている項目の全てに取り

組めるわけではない。中度事業への申請案件の採択基準として、面積的な広がりが重視

され、従って個々の農場を超えた範囲をカバーするような取り組みが奨励されている。

また、授粉媒介生物保護用に示されたオプションの組み合わせで申請すると、より採択

上有利になる。中度事業については、NE の専門アドバイザーの関与などは示されてお

らず、この点は ELS 事業を引き継いでいる。 
 CS 制度に関する新しい「ターゲット枠組み」（ES 制度では HIS 事業にターゲットエ

リアが設定されていた）もオンラインサービスの中で示すことにしている。 
 農業者が申請する際の目標として、 

・ 高度事業では、事業実施面積が農地面積全体の５〜10%を占め、以前 HIS 事業

に取り組んでいたり、保護優先対象生物が生息している場所であること 
・ 中度事業では、事業実施面積が農地面積全体の３〜５%を占めること 

となっている。 
 CS 制度をめぐる新たな助成システムとして、広範囲の面積で CS 制度を実施するた

めに農業者や林業者を支援する人々や事業者への資金が創設された。2000ha 以上の面

積、あるいは４つ以上の隣接する農場をカバーするように CS 制度の実施を支援するこ

とが条件となっている。 
 CS 制度の事業は、グリーニングの対象と重なり、１つの取り組み（例：緩衝帯の設

置）に対し CS 事業とグリーニング双方から助成を受ける可能性が出る、ダブル・ファ

ンディングの問題を抱えていた。Defra はこの問題を解決するために、CS 制度のいく

つかのメニューを EFA にも適用する場合には、CS 制度の支払額を削減することにし、

12 月の文書（注 14）の中で、削減額を示している。一例として、耕地に隣接する４〜

６m 幅の緩衝帯への CS 制度での助成額は 1ha 当たり 501 ポンドであるが、この緩衝

帯を EFA としてもカウントする場合には、単価は 428 ポンドに減額される。 
 CS 制度については、2015 年始めに、さらに内容を更新した文書が出されることにな

っている。 
 
（注 11）Defra (2014 年 4 月)“An introduction to the new Common Agcitulrural Policy schemes in 

England” 
（注 12）Defra (2014 年 11 月) “Introducing Countryside Stewardship” 
（注 13）Defra (2014 年 11 月) “Countryside Stewardship: Proposed payment rates” 
（注 14）Defra “The new Common Agricultural Policy schemes in England: December 2014”。ダブル・

ファンディングにおける CS 制度支払の削減額については、11 月に提示された後、12 月文書で修正版

が提示された。 
     

３-２-３ 新 CAP の運用のための準備：情報提供、オンライン申請、農地マップ 
  
 イングランド政府は新 CAP の内容について、英国政府のサイト上に特設ページを設

置し、これまで順次関連文書を掲載している。また、ブログの開設や Web 上で農業者
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等の質問に担当者が回答する Q＆A セッションなどを実施し、情報提供を行っている。 
 イングランド政府は、新 CAP の申請は全てオンラインで行うことにしている。2015
年始めから、これまでの SPS 受給者に対し、順次、BPS の申請方法を説明した一連の

書類を送るとしている（注 15）。オンライン申請に必要なインターネット環境について

も、8 月の情報提供文書（注 16）で示されているが、インターネットの接続スピード

が 1Mbps 以上、OS は Windows(7,8,8.1 が好ましい)、Apple OSX/iOS、Linux、Android
などと極めてスタンダードなものである。ブロードバンド接続に関して言えば、イング

ランドの地形等を考えれば、ノット・スポット（インターネット・サービス等が利用で

きない地域）は極めて限られると考えられる。 
 オンラインのシステム構築にあたり、RPA は 2014 年夏から 1000 戸の農場を対象に

オンライン・システムを使ってもらい、改善を加えている所であり、今後の申請スケジ

ュールは順次農業者に伝えられる予定である。また、RPA は 2014 年 12 月に農業エー

ジェント（農業者の申請手続きなどをサポートする事業者）に対して、農業者へのサポ

ートが迅速に開始できるよう、RPA の情報サービスへの登録を求めたところである。 
 RPA の担当者に、オンライン申請について、特に IT が不得意でない人、ブロードバ

ンドへのアクセスが無い農業者はどうするのかと聞いたところ、「ブロードバンドは全

ての農家に１軒１軒というものではない。IT が不得意な人には、当初は例えば地域（の

公民館など）に来てもらい、地方自治体の職員、RPA の職員などがアドバイザーが申

請のサポートをする予定だ」とのことであった。 
 新しい CAP の運用開始を前に、RPA が重視しているインフラ整備の１つが、農地地

図の整備である。 
 イングランド政府は、新 CAP の運用にあたり、EU からの不認可（disallowance）
による予算の損失を減らす事を強調してきた。RPA によれば、2005-2013 期では、EU
の監査により８％程度が不認可になり、全体で 100 億ポンドの損失となったという。

不認可の要因には色々あるが、農地地図（注 17）の不整合に起因する不認可は多い要

因の１つであった。農地地図が迅速に更新、現状反映されていないために、EU が行う

抽出検査の場で、現状と地図（申請内容）と異なっているということになり、不適格と

なる。これによって検査対象農場だけでなく、対象となった事業全体が減額されるので、

英国政府国庫の多額の損失という結果を招いた。農地地図の不整合の原因には、2005
年期当初の IT 技術が悪かったことがあり、新しい CAP 制度の運用にあたっては高レ

ベルの IT を導入するとともに、政策をできるだけ単純にする必要があるとの認識を

RPA はしていた。現在 RPA は IT に多大な予算を投入し、GIS をできるだけ正確にす

る取り組みを行っているところである。 
 
（注 15）Defra “The new Common Agricultural Policy schemes in England: October 2014 update” 
（注 16）同上 
（注 17）イングランドの農地地図に掲載されている情報は形状や面積、特徴（例えば支払対象とならない
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池）、海抜などであり、所有者についてのデータは含まれない。これについて RPA は、「我々は所有者

よりも、誰が耕作しているかに関心がある」とのことであった。耕作者については、その農地に対す

る SPS の申請者で把握が可能である。  
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４ ドイツ 
 
４-１ 「ポスト 2013 年」農政改革の中での農村振興政策の動向 
  

４-１-１ 農村振興政策の動向 
CAP「第２の柱」に当たる農村振興政策関係の予算動向について、ドイツにおける状

況を詳しく見ていく。それに先立ち、農村振興政策が含まれる「農業構造改善および沿

岸保護」共同課題の経緯について説明する。 
「農業構造改善および沿岸保護」共同課題は 1973 年、旧西ドイツのエルトル大臣の

時代に開始された（注 2）。その目的は、農業構造の改善、すなわち農業の生産性向上

のため、土地、労働力、資本を適切に配分することによる構造変化の促進と、洪水や高

波の被害を防ぐための沿岸整備である。「共同課題」の指針は連邦政府によって「枠組

プラン」として策定される。各州は、この「枠組プラン」に沿って州で講じる政策の内

容を決める。 
 「共同課題」の内容は、毎年、連邦政府と州政府の代表からなる計画委員会（略称

PLANAK）により審査され、プログラムの追加、廃止、財政投入の優先順位等が決め

られる。「枠組プラン」は、審査の結果に従い、数年おきに改変されている。 
「共同課題」の財政負担は、前述した連邦と州に加え、EU も行う。まず、連邦政府

と州政府が 6:4（沿岸保護については 7:3）の割合で「共同課題」支出を負担し、のち

に EU が全体の 50~80％を負担（払い戻し）する。EU の負担割合は当初は 24%であっ

たが、1990 年の東西ドイツ統合、さらに EU の農村地域振興政策の変更（2005 年の農

村振興基金 EAFRD 創設）を経て、このような割合になった。EU の支出割合は旧西独

においてよりも旧東独において高い。参考までに、2013 年の「共同課題」について見

ると、連邦政府支出額（ユーロ）は 5 億 7,400 万、州政府支出は 3 億 6,500 万、EU 支

出は 9 億 1,700 万、その他（市町村など）の支出が 2 億 4 千万であった。 
  「共同課題」には各州がそれぞれの実情に合わせて重点政策を講じることができると

いう利点があるものの、1990 年の東西統一を境に、その不効率性、本来の任務である

州間の格差是正効果の薄さが批判されていた。一時は廃止の提案さえあったが、結局、 
存続することとなった。と同時に、内容の見直し、絞り込みがなされた。その結果、2005
年以降は、条件不利地域補償金（上記図 V-3 中の LFA 補償金）が削減され、農業環境

政策（同「市場および立地に適合した農法に対する支援」）に力点が置かれるようにな

り、農業環境政策は金額、割合ともに増大している。 
 LFA 補償金が「共同課題」全体に占める割合は、70 年代前半には 4%に過ぎなかっ

たが、80 年代半ばの地域指定基準、補償金の対象、補償金単価の変更により増大し、

東西統一後の 90 年代には「共同課題」支出全体の４分の１にも達した。そのことによ

り、本来の政策目的に合致していないという批判もあった。州の財政事情も関係する。
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北部のニーダーザクセン州ではいち早く 1997 年に廃止されたが、2007 年にはブレー

メン州、ザールラント州でも廃止された。また、バーデン・ヴユルテンベルク州、ライ

ンラント・プファルツ州では予算が削減され、ノルトライン・ウェストファーレン州で

は補償金単価が減額された。 
 
図 V-3 「農業構造改善および沿岸保護」共同課題の内訳（2014年） 

図 V-3 に示すように 2014 年時点で、農業環境政策は「共同課題」の 13%（1.2 億ユ

ーロ）、LFA 補償金は 11%（10 億ユーロ）を占め、前者が後者を若干上回る状況にあ

る。 
2014 年の「共同課題」支出に関する連邦政府の解説によると、農業環境政策におい

て特に伸びているのは有機農業経営に対する助成である（注 3）。有機農業助成には、

慣行農業から転換した初年時に対するものと、２年目以降の経営維持に対するものの二

種類があるが、後者の経営維持に対する助成件数は2013年に比べ約25%増加している。

また有機農業助成の総額は 6,380 万ユーロ（うち連邦政府支出は 3,830 万ユーロ）に上

っている。 
また、個々の経営に対する助成（図 V-3 中の「経営助成措置」）においては、2014 年

に家畜の健康や資源節約に配慮した畜舎の建築に対する特別助成が導入された。これに

 
注：総額は 9.3 億ユーロであり、うち 5.7 億ユーロを連邦政府、3.6 億ユーロを州政

府が支出している。EU支出額、市町村等の支出額は含まれていない。 

資料：GAK-Rahmenplan 2014-2017, p. 99. 
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より、最大で 40%までの補助が可能となる。 
一方、条件不利地域の経営に対する LFA 補償金は、総額では 2011 年以降、変化して

いない。ドイツでは 2015 年以降、補償金額の細分化および段階的削減の適用が可能と

なり、EU 提案の新基準による地域指定見直しは州政府の判断により 2018 年 1 月 1 日

までに行うことになっている。したがって、LFA 補償金に対する連邦や州政府の支出

は今後、減少すると見込まれる。 
 

４-１-２ 2014 年以降の農村振興政策 
「ポスト 2013 年」CAP 改革は、EU の農村振興政策、すなわち「第２の柱」の新た

なフェーズ（2014～2020）にも影響を与えている。最も大きな変更点は LEADER（新

たに CLLD として再編成）の財源の複数化である。従来、LEADER は欧州農村振興基

金（EAFRD）のみを財源としてきたが、新たなフェーズでは社会構造基金（ESF）、地

域振興基金（ERDF）などの基金も組み合わせて、柔軟に使えるようになっている（注

4）。 
2014～2020 年の農村振興政策において、EU は「ヨーロッパ 2020」成長戦略および

CAP 全体の目標に沿って、①農業の競争力の保持、②自然資源および気候変動の持続

的な管理、③雇用創出・維持などによる農村経済・社会の均衡のとれた発展という三つ

の長期的目標のもとに、次のような６つの具体的な目標を掲げている。すなわち、①農

林業・農村地域にこける知識移転・技術革新、②あらゆるタイプの農業・農場における

競争力の向上、③農業におけるフードチェーン組織およびリスク管理の促進、④農林業

に依存した生態系システムを復元、保存、向上させる、⑤農業、食料、林業部門におい

て資源利用の効率性を高め、低炭素かつ気候変動に対応した経済への移行を支援するこ

と、⑥農村地域における社会的包摂、貧困削減、経済発展の促進である。  
 EU はドイツに対し、2014～2020 年の総額で 83 億ユーロの農村振興政策の予算を割

り当てた。さらに、この 83 億ユーロが表 V-8 に示すような 13 州に割り当てられてい

る。EU の予算投入は、旧西独の州に比べ旧東独の州に手厚く行われるのが見てとれる。 
全 13 州に共通することとして、2015 年から「第１の柱」からの移管（国別割当額の

4.5%）によって補う予定である。これは、前期（2007～2013 年）に比べ、EU の割当

額が減額され、その補填のためである。補填額は毎年 2.3 億ユーロ弱であり、とくに環

境や家畜の健康に配慮した農業の促進に充てられる。この補填分に関する連邦や州の共

同負担はない。 
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以上から、ドイツの場合、連邦および州の「共同課題」予算においても、EU 予算か

らの割り当てにおいても、農業環境政策に力点を置き、拡充を試みていることがうかが

える。 
 加えて、連邦政府には農村地域の人口減少、高齢化に対する危機感が強い。ドイツの

国土計画においては、まず「人口稠密地域」、いわゆる都市的地域が人口規模と人口密

度によって規定され、それ以外の部分が「農村地域」とされる。2007~2013 年の農村

地域振興政策が対象とした「農村地域」は国土面積の 90%を占め、人口割合では 58%、

就業人口では 52%を占める。このことから察するに、一口に「農村地域」と言っても

都市近郊から遠隔地まで様々である。都市への通勤圏内にあり、若年人口が増えている

｢農村｣がある一方で、若者の流出、人口減少、高齢化により、地域社会の消滅、自治体

の税収減少、インフラ老朽化、廃校など各種公共サービスの停止などの危機に瀕してい

る「農村」もある。後者の「農村」は旧東ドイツの北部に集中している。全体として、

2005~2030 年の農村地域の人口減少は 4%であるが、旧東独では 30%にも及ぶと推測さ

れている。EU の支援による LEADER だけでなく、連邦政府による自然保護と農村振

興を組み合わせたプロジェクト（chance.natur）、自転車、電気自動車の利用普及のた

めのモデルプロジェクトも継続的に行われており、優良事例が旧東独においても波及し

ていくことが期待されている。 
 
４-１-３ バイエルン州の農村地域振興政策 
 ドイツの場合、農村地域振興政策は実際上、州毎に行われているため、ここではバイ

単位：100万ユーロ（丸めの値）

EU予算(A)
連邦・州の
共同支出

追加支出
（連邦・州）

原注１

直接支払
の移管

原注２

合計(B) (A)/(B) (%)

ﾊﾞｰﾃﾞﾝ･ｳﾞﾕﾙﾃﾝﾍﾞﾙｸ 618 639 516 92 1,865 33.1
ﾊﾞｲｴﾙﾝ 1,292 1,134 965 224 3,615 35.7
ﾌﾞﾗﾝﾃﾞﾝﾌﾞﾙｸﾞおよびﾍﾞﾙﾘﾝ 966 306 0 85 1,356 71.2
ﾍｯｾﾝ 268 178 139 51 635 42.2
ﾒｸﾚﾝﾌﾞﾙｸ･ﾌｫｱﾎﾟﾒﾙﾝ 847 261 0 90 1,198 70.7
ﾆｰﾀﾞｰｻｸｾﾝおよびﾌﾞﾚｰﾒﾝ 939 527 1,153 181 2,800 33.5
ﾉﾙﾄﾗｲﾝ･ｳｪｽﾄﾌｧｰﾚﾝ 512 557 4 106 1,178 43.5
ﾗｲﾝﾗﾝﾄ･ﾌﾟﾌｧﾙﾂ 259 221 141 41 662 39.1
ｻﾞｰﾙﾗﾝﾄ 29 25 0 5 58 50.0
ｻﾞｸｾﾝ 817 260 0 62 1,139 71.7
ｻﾞｸｾﾝ･ｱﾝﾊﾙﾄ 778 239 199 82 1,298 59.9
ｼｭﾚｽｳﾞｨﾋ･ﾎﾙｼｭﾀｲﾝ 348 193 248 71 861 40.4
ﾁｭｰﾘﾝｹﾞﾝ 626 199 21 54 899 69.6
合計 8,298 4,738 3,386 1,143 17,565 47.2
注：色つきの部分は旧西独、太字の部分は旧東独の州である。

原注1：　EUの農村地域振興プログラムの枠内にある追加的国内予算を示す。
原注2：　2016～2020年の直接支払移管。
資料：Agrarpolitischer Bericht der Bundesregierung 2015
, p. 43.


表V-8　EUの農村地域振興プログラム（2014～2020年）のドイツ13州への割り当て予定額
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エルン州を事例に 2014 年以降の方向を具体的に見ていくことにする。バイエルン州は

ドイツの南東部に位置し、面積は７万㎢、人口は 1,240 万人（2012 年時点）である（注

5）。世界的な自動車産業、医薬品メーカーが州経済を牽引し、さらに旧バイエルン王国

の文化的遺産をはじめとする観光資源にも恵まれ、1 人あたり GDP はドイツの中でも

高い（ドイツ全体が 33,355 ユーロであるのに対し 38,429 ユーロ、2013 年）。農業経営

数は 93,300 を数え、平均経営規模は 33.6ha と、連邦平均 58.6ha を大きく下回る。ま

た、兼業経営（Nebenerwerbsbetriebe）の割合は 59%と高い（連邦平均は 51%）（注 6）。
同州政府は 1970 年代以来、小農保護政策をとってきた。 
 EU の農村地域振興政策は、2003 年 CAP 改革（フィシュラー改革）により CAP の

「第 2 の柱」として明確に位置づけられた。このことはドイツの州の政策にも反映して

いる。バイエルン州では 2007～2013 年の実施期間（フェーズ）において、「農業経済

および農村地域に関するバイエルン将来プログラム」（Bayerishes Zukunftsprogramm 
Agrarwirtschaft und Ländlicher Raum, 略称 BayZAL）という、経営投資助成、LFA
補償金、農業環境政策まで、様々な性格の政策を一つのパッケージとして実施した。

2014 年予算の内訳を見ると、総額 5 億ユーロのうち、同州の農業環境政策である

KULAP（A）が 1.8 億ユーロ（36%）と最も多く、次いで LFA 補償金が 1.1 億ユーロ

（22%）、経営投資助成が 6 千万ユーロ（13%）となっている（注 7）。これを図 V-3 に

示した連邦全体の農村振興政策の支出内訳（2014 年の「共同課題」）と比べてみると、

農業環境政策の割合が前者では 13%であり、バイエルン州の方がかなり高いことがわ

かる。 
BayZAL の財源は政策によって異なるが、基本的には前述のように EU が 50%、残

りの 50%を 6:4 の割合で連邦と州が賄っている。2007～2013 年を通じて、EU からは

12 億 5,300 万ユーロが支出されたが、2009 年のヘルスチェックを経て増額され、最終

的には 14 億 1,300 万ユーロが支出されている。 
 この政策パッケージ BayZAL を「ポスト 2013 年」農政改革に対応させて改訂したも

のが「バイエルン農村振興プログラム 2014-2020」（Entwicklungsprogramm für den 
ländlichen Raum in Bayern 2014-2020,略称 EPLR Bayern 2020）である。州の食料

農林省によって策定され、2015 年 2 月に EU 委員会の承認を得た。総額で 35 億ユー

ロであり、その 42%が農業環境政策、とりわけ KULAP に充てられる（図 V-4）。バイ

エルン州は以前にも増して農業環境政策に重点を置いていると言える。 
 新しい農村地域政策パッケージの特徴、優れた点として、バイエルン州農業大臣ブル

ーナー氏は、「動物福祉的な飼育形式」と「新しい所得源」（経営多角化）を挙げる。前

者に関して言えば、牛を飼養する農家が経営投資助成を受けて畜舎を改築する場合、動

物福祉的、つまり牛の健康に配慮すればするほど、以下のように多くの助成金が受けら

れるようになる点を強調する（注 8）。 
・いわゆる「基本助成」は助成対象投資費用の 15%。 
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・さらに、畜舎外、または畜舎内でより自由に動き回り、快適に寝そべることのできる 
ような、動物福祉的な方法をとる場合は、投資費用の 35%に相当する「プレミアム助

成」を支給する。 
・繋留飼育から動物福祉的なフリーストールへの転換を促すために、基本助成にもプレ

ミアム助成にもそれぞれ助成率を 5%上乗せし、前者は 20%、後者は 40%とする。 
・肥育豚飼育にも同様に適用する。 
 

 
また、農業環境政策 KULAP に関しては、所得政策的な意味合いをもつ草地奨励金

（Weideprämien）の基本単価が 50 ユーロ/ha と、前のフェーズ（2007～2013 年）同

様、低い水準に維持されている（注 9）。 
CAP改革のグリーニング支払との関係については、同一農地で「環境用地」と KULAP

の措置を組み合わせて行うことは原則として認められないが、「冬季の緑被」、「花の植

栽地」など、いくつかのメニューは制限つきで認められている。表 V-9 にその詳細を示

した。  

 
図 V-4バイエルン州の農村地域振興プログラム（EPLR)の予算配分（2014～2020 年） 

 

 

注：総額は 35 億ユーロであり、EU、連邦政府、州政府の支出割合はほぼ 3分の 1ず

つであると見込まれる。 

資料：Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum in Bayern 2014-2020. 
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（注 1）受給権については、以下の連邦消費者保護食料省の資料を参考にしている。‘Nationale Umseztung 

der Beriebsprämienregelung 2014‘(DFBß0020000ß2014.pdf)  
（注 2）「共同課題」については、市田知子『EU 条件不利地域政策の展開 ドイツを中心に』農山漁村文

化協会、2004 年、pp.22-27、および市田知子「EU およびドイツにおける農村地域振興」『農業と経

済』75(7)、昭和堂、2009 年、pp.50-55 を参照。 
（注 3）Agrarpolitischer Bericht der Bundesregierung 2015, pp. 44-45. 
（注 4）農村振興政策のうちの LEADER に関しては、市田知子「LEADER の現状と 2014 年以降の展望」、

『農村イノベーションのための人材と組織の育成：海外と日本の動き』(6 次産業化研究 研究資料第

1 号)、2014 年 12 月、pp.7-14 に詳述している。 
（注 5）Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2014 Deutschland und Internationales. 
（注 6）Bayerischer Agrarbericht 2014  
(http://www.agrarbericht-2014.bayern.de/landwirtschaft-laendliche-entwicklung/soziostrukturelle-ver

haeltnisse.html) 
（注 7）Bayerischer Agrarbericht 2014 
(http://www.agrarbericht-2014.bayern.de/landwirtschaft-laendliche-entwicklung/ele
r.html) 
（注 8）‘Bayern: Bis zu 300.000 Euro für tiergerechte Bauvorhaben‘, Agrarheute.com, Feb. 9, 2015. 
(http://www.agrarheute.com/bayern-bis-zu-300000-euro-fuer-tiergerechte-bauvorha
ben) 
（注 9）KULAP（2006～2013 年）においては、草地奨励金（永年草地助成金）を 50 ユーロ/ha と、その

前のフェーズ（2000～2006 年）の水準の約半分に減額し、要件を厳しくした経緯がある。過剰支払い

の問題を避けるためである。詳しくは松田裕子「EU 農村振興政策の現フェーズ」、『平成 21 年度海外

農業情報調査分析事業 欧州事業実施報告書』pp.86-95、2010 年 3 月を参照。 
 

表V-9　グリーニング要件「環境用地」との組み合わせが認められるKULAPのメニュー

（土壌および水質の保護）
畑作（農地単位）
　B34　水域保全および土壌流出防止のための帯状の緩衝帯（Streifen） 920
　B36　野生植物種による冬季の緑被　　　　　　　　　　　　　　　 120

（生物多様性、種の多様性）
　 畑作（農地単位）

　B47　一年生の花の植栽地 600
　B48　森林の周縁部および畑の中の花の植栽地 600

（生物多様性、種の多様性）
畑作（経営部門単位）
　B44　蛋白質作物（窒素固定作物）を伴う作物多様化 85

120

　B46　古い植物種を伴う作物多様化 120
（文化的景観）

　 25ユーロ/a

注：表中の数字の単位はB59以外はすべてユーロ/haであり、通常の単価（制限なしの場合）である。

資料：Bayerishces Kulturalandschaftsprogramm(KULAP) - Massnahmen ab 2015.

１．同一の農地における「環境用地」との組み合わせに際して、「環境用地」の加重平均に応じて助
成額が減額される。B47およびB48では通常、380ユーロ/haとする。

2．助成額の減額なしに「環境用地」との組み合わせが可能

　Ｂ45 大粒の窒素固定作物（ソラマメ、エンドウ豆、ルピナス）を伴う作物多
様化

　B59　構造および景観の要素のための農地整備（2015～2016年の冬から
申請可）
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４-２ 「ポスト 2013 年」農政改革による有機農業への影響 
                                 
 ところで、今回の農政改革によって、有機農業経営は優遇されている。有機農業経営

はそれ自体、環境保全的であることから、まず「第 1 の柱」の 1 つであるグリーニング

支払は、通常の慣行農法の経営が守るべき 3 つの要件、つまり草地の維持、作物の多様

化、5%の環境用地確保が免除され、自動的に受け取ることができる。また、有機農業

経営に対する金銭的な支援は、従来は「第２の柱」に含まれる農業環境政策（環境支払）

の一部であったが、現在では同じ「第 2 の柱」ではありながら、有機農業以外の環境保

全型農業と独立したものとなり、支援内容も充実している。  
 ポスト 2013 年 CAP 改革と有機農業の関連について、EU の前農業担当委員であるチ

オロシュ氏は次のように語っている。 
 

初めて有機農業に関する法律ができた 1991 年当時は、まじめに取り合わない人た

ちもいたが、今や市場もネットワークも広がり、有機農業や農業者はヨーロッパ市民

の信頼を獲得している。私たちはそれを保持しなければならない。（中略）私は有機

農産物に対する追い風が続くと確信している。生産が追いつかないほど需要が伸びて

いるものもある。また、有機農業者は若く、55 才未満の農業者が 36%を占め、この

割合は全体の平均よりはるかに高い（注 10）。 
 
以下では、EU の有機農業の動向を概観した上で、CAP 改革がどのように影響するの

かに触れることにする。 
 

４-２-１ 有機農業の伸長 
有機農業に関して EU が最初に法律を定めたのは 1991 年である。この 1991 年規則

2092 では、作物生産について、「コンポスト利用、益虫利用などにより土壌の肥沃さと

土中に生息する生物の活動を維持すること、化学的に合成された農薬、肥料を原則とし

て使わず、部分的な転換の場合は慣行農法による栽培の場所と明確に区切られること、

種子や苗も有機的農法によって生育されたものであること、さらに、有機農産物の販売

に際しては、以上のような農法を最低 2～3 年間続けること」と定められている。その

後、1999 年に畜産物に関する補足規則（飼料を有機農産物に限ること等）が加わった

ものの、2007 年に畜産物、水産物の基準、さらに遺伝子組み換え作物不使用の規程な

ども加えた包括的な改正法（規則 834/2007）が定められ、現在はこれが基本となって

いる。 
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有機農業の耕作面積、農業者数はこの 10 年余りの間、さらに増大している。2011 年時

点の加盟 27 カ国全体の耕作面積は 960 万 ha、総面積に占める割合は 5.4%であり、過

去 10 年間では毎年 50 万 ha ずつ増えている。有機農業者は 18 万 6 千人を数える。耕

作面積、農業者数とも、その７～8 割は旧加盟の 15 カ国が占めているが、2004 年以降

に加盟した 12 カ国での伸長はめざましい。2001 年から 2011 年にかけて面積では年率

13%で増大し、農業者数は 2003 年から 2010 年にかけて約 10 倍にも増えている（図

V-5 を参照）。国別に見ると、耕作面積割合が最も高いのはオーストリア（19%）であ

り、次いでスウェーデン（15.7%）、エストニア（14.1%）などが多いことがわかる（注

11）。 

 
４-２-２ 有機農産物の市場拡大と要因 

 有機農産物・食品の売上、市場シェアも、経済の好不況に左右されるものの、確実に

伸びている。2011 年の付加価値総額は約 200 億ユーロであり、国別売上ではドイツ（66
億ユーロ）を筆頭に、フランス（36 億ユーロ）、英国（19 億ユーロ）など、旧加盟国

の中での北部の裕福な国々が上位を占めている（注 12）。また、一人当たりの年間購入

額ではデンマーク（162 ユーロ）が抜きんでているが、これは高税率にもよるだろう。

新規加盟の 12 カ国では総じて市場規模は小さいが、伸びている国もある。 
 2006 年から 2011 年にかけて、有機農業耕作面積が 38%増えたのに対し、有機農産

図 V-5 EUにおける有機農業耕作面積の推移 

 

原注：Eurostat data on the basis of Council Regulation（EC)N 834/2007 on organic production 

(online date code: food in porg1). 

資料：‘Facts and figures on organic agriculture in the European Union’, European Union, 

2013, p. 9. 

11-12。 
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物の売上は 56%増加した。増加額ではドイツ、フランスが大きく、両国が EU 全体を

リードしていることがわかる。 
 ドイツでの市場拡大には、2001 年に導入された共通認証マーク BIO（ジーゲル）が

関係していると思われる（注 13）。ドイツの有機農業者は多くの場合、デーメータやビ

オラントなどの団体に所属し、団体毎に固有の基準や認証マークを用いている。1991
年の EU の有機農業規則に基づき、共通認証マークが作られたが、普及しなかった。各

団体の基準の方が EU の基準より厳しかったため、生産者側の反発を招いたからである。

一方、消費者側には、スーパーのプライベー

トブランドにも地域（州）の生産物にも類似

のマークがあったため、混乱を招いていた。  
2001 年 1 月、BSE 騒動の最中に連邦農

業大臣に就任したキュナストは、有機農産

物・食品に対する消費者の理解と購買拡大

のために、図 V-6 のような連邦共通の有機

認証マーク BIO を提案し、BIO は同年 10
月から市中に出回った。BIO は、EU 基準

を満たしていれば任意で表示することがで

き、所属団体のマークとの併用も可能、検

査が無料という点で生産者側にもメリット

がある。また、消費者はそれまでのように

購買時に迷う必要がなくなる。 
     

 BIO の使用には、生産者よりも食品企業、流通業者の方が積極的であり、年々、増

加している。日本の有機 JAS と似た状況にある。2014 年 6 月末時点での BIO 事業者

数 4,367 を数え、2003 年の 797 から大幅に増加している。以下は 2010 年時点の数字

であるが、BIO 事業者 3、724 のうち 40%が加工専門業者、28%が生産・加工・加工の

複合業者であり、生産者の割合は 15%に留まる。また、BIO 製品数 60、603（2003 年

時点 15、951）のなかでは、温飲料（13%）、茶類（10.5%）パン・菓子(9.8%）、肉・

ソーセージ（8%）の順に多い（注 14）。 
 EU の有機農産物市場は今後も拡大するであろう。ただし、ドイツでもフランスでも

国内生産ではとても賄えないため、また、輸入業者や加工業者は安い材料を求めるため、

新規加盟の旧東欧諸国、アジア、アフリカ、中南米からの輸入が増える一方にある。 
  
４-２-３ 有機農業者の懸念 
 一方、有機農業者団体は今回の CAP 改革を必ずしも肯定的にとらえているわけでは

ない。第一に、加盟国の裁量により、有機農業者であれば自動的に得られる「第１の柱」

 図 V-6 ドイツの有機認証マーク 
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のグリーニング支払と引き換えに、これまで「第２の柱」の中で行われている環境支払

が削減あるいは撤廃されるのではないかという懸念である。第二に、「第 2 の柱」の中

で有機農業支援が他の農業環境政策から切り離され、独立させたことが、EU が狙うと

ころの支援の「強化」ではなく、逆に「停止」や「削減」につながるのではいかという

懸念である。総じて、有機農業への支援にはこれまで以上に国による違いが際だつ可能

性がある（注 15）。  
また、前年度の報告書に書いたように、グリーニング支払の要件である環境用地の確

保について有機農業者は懐疑的である。ドイツ北部のハルツ山地で希少種の肉牛を飼育

している若い有機農業者は「優良地の大規模農家は畑作面積を維持したまま、ここのよ

うな条件不利地域の安い農地を借りて環境用地に充てるのではないか」と批判的な見解

を示していた。 
  
４-２-４ EU の新しい有機農業規則提案をめぐって 
 CAP 改革とは別に、欧州委員会は有機農業に関する新しい規則の提案を 2014 年 12
月に行った。その狙いは、有機農産物に対する消費者の需要の高まりに応えるべく、欧

州域内での生産を拡大することと、認定基準をより厳格かつ統一的にすること

（harmonisation）である。たとえば、現行では同一農場で有機農業の傍ら慣行農業が

営まれていても許されていたが、新規則ではすべて有機農業でなければならない。また、

慣行農業から有機農業への移行期間は遡及して認められることはない。一方で、輸入農

産物・食品に対する認証手続きの厳格化も提案されている。 
 ドイツの連邦政府は、基本的にこの EU の改正に沿って、かつてキュナスト大臣が掲

げた目標である有機農業耕作面積 20%を達成するという意向を示している（2013 年時

点では 6.4%）（注 16）。しかしながら、とくに認定基準の厳格化に対しては、生産拡大

傾向に水をさすものであり、ますます消費者の需要に応えられなくなるという批判もあ

る。 
 
（注 10）チオロシュ氏が 2012 年 1 月 19 日にオランダの有機農産物フェア（BioVak）向けに行ったビデ

オメッセージより。’CAP reform 2014 - 2020: Provisions for organic farming’. 
（注 11）‘Facts and figures on organic agriculture in the European Union’, European Union, 2013, pp. 

11-12. 
（注 12）EU の委託によるドイツ連邦政府フォン・チューネン研究所の調査研究（2011 年）に基づく。

Sanders, J. (eds.) ’Evaluation of the EU legislation on organic farming’, Thunen Institute of 
Farm Economics, 2013, p.21． 

（注 13）前掲市田（2004）pp.110-112 を参照。 
（注 14）Quartalsbericht zur Nutzung des Bio-Siegels Juni 2014（ドイツ連邦食料・農林省報告 2014

年 6 月）ほか。 
（注 15）前掲’CAP reform 2014 - 2020: Provisions for organic farming’を参照。 
（注 16）Agrarpolitischer Bericht der Bundesregierung 2015(Kabinettfassung vom 20. Mai 2015), p. 18. 
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５ CAP2015－2020 のフランスにおける実施 
 
５-１ はじめに 
 
本稿は、新たな EU 共通農業政策(CAP)つまり CAP2015－2020 のフランスにおける施策

の詳細を明らかにすることを課題とする。この CAP 改革については、2010 年の欧州委員

会による提案から 2013 年 6 月 26 日の EU での政治的合意、そして同年 12 月の基本規則

決定まで長期かつ広範な議論を要した。この改革論議の経過や内容については、過去数年

間の本調査分析事業報告書等で紹介されてきたので、ここでは、2015 年 3 月初旬までに確

定したフランスでの施策の詳細を明らかにすることにしたい。 
フランスでの新たな CAP の具体化がこうして始まった訳だが、新たな枠組みを持つ施策

の導入もあれば、個々の施策については従来からの延長といえるものもあり、第 1 の柱か

ら第 2 の柱へ付け替えられた施策、名称は同じでも内容が変更された施策などを含めて、

その施策の策定作業は複雑なものとなった。 
ところで、2015 年度の CAP 助成金を受けようとするフランスの農業者は、5 月 15 日ま

でに TELEPAC というウェッブ登録をしなければならないのだが、3 月初旬に至っても、

幾つかの施策には未確定事項が残っており、欧州委員会、フランス農業省、各地域圏の間

での意見調整が進行中である。農業者団体はこうした行政の立ち遅れに抗議し、申請期間

の変更を求めている。農相も早期の決定に最大限努力するとは言っているが、実施年度が

始まってから、施策確定が後追いするのは以前にもあった国柄なので、パニックに陥って

いるわけではない。というわけで、以下紹介する内容は、CAP 改革を受けての 2015 年の

フランスでの施策の詳細を示すものではあるが、確定版とはいえないことをお断りしてお

きたい。 
さて、2000 年代の CAP の仕組みは、農業者への直接支払いを含む農産物市場政策を対

象とする第 1 の柱と農村振興政策を対象とする第 2 の柱からなる。フランスでの CAP 改革

の具体化もこの 2 つの柱にそって行われている。そこで本稿の第 1 部では、第 1 の柱の関

連施策の内、直接支払いを中心に、第 2 部では第 2 の柱の農村開発施策について、述べて

いきたい。 
本稿で紹介する内容は、第 1 には、農業会議所会頭常設会議（APCA：Chambres 

d’agriculture France l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture）の公表資料およ

び聞き取り調査による。とくに、APCA 刊行の雑誌『農業会議所』Chambres d’agriculture
の 2014 年 9 月発行の 1035 号での CAP 第 1 の柱、次いで 11 月発行の 1037 号での第 2 の

柱の諸施策についての特集記事をベースにしている。それに加えて 2015 年 1 月中旬の

APCA 本部での聞き取り調査の結果で、特集記事の内容を補完した。 
第 2 は、フランス農業省（Le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la 

forêt）の公表資料による。とくに、多くの技術的課題が確定されないまま、改革実施年度

http://www.chambres-agriculture.fr/grands-contextes/chambres-dagriculture/notre-reseau/#c319
http://www.chambres-agriculture.fr/grands-contextes/chambres-dagriculture/notre-reseau/#c319
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である 2015 年に入り、3 月上旬に至ってようやく各施策の確定版がホームページに掲載さ

れるようになったので、できる限りそうした最新情報を反映させるようにした。 
第 3 は、その他フランスの農業関連の雑誌、書籍、諸団体のホームページに基づいてい

る。とりわけ、雑誌『la France Agricole』の記事で、最新の動きをフォローした。  
なお、フランスおよびEUにおけるCAP2015－2020の改革プロセスや制度の詳細について

は本調査分析事業報告書の平成23年度の是永東彦「2014年以降のCAP改革の動き」、平成

25年度報告書の石井圭一「フランスにおけるCAP2014－2020の適用の方向」、さらに、平

澤明彦「EU共通農業政策（CAP）の2013年改革」『農林金融』2014・9等を参照してほし

い。 
本稿は、フランスでのCAP改革による施策の詳細を明らかにすることを主な課題としてお

り、政策・制度の評価には深くは立ち入っていないことを予めお断りしておきたい。 
 
５-２ フランスでの CAP 改革の具体化の開始 
 
５-２-１ フランス政府の優先政策 

 
2013年6月のEUでのCAP改革の政治的合意を受け、フランス政府の基本的姿勢が、2013

年10月のオランド大統領の演説により明らかにされた。そこで示されたフランスでのCAP
の実施における優先課題は次のとおりである（注1）。 

 
●カップル化された助成を、とくに畜産向けに適切に方向づける。そのため、「カップル化

助成」を第1の柱の予算の10％から15％へと増額する。その内2％を植物性蛋白質生産向

けの助成とし、畜産の飼料面での自立性を強める。 
●自然条件不利地域補償手当（ICHN：Les indemnités compensatoires de handicaps 

naturels）を強化し、簡素化する。この施策向けの予算は2020年には10億6000万ユーロ

となる。 
●若手農業者の就農奨励のため、第1の柱の予算枠の1％、つまり、年間7500万ユーロを割り

当て、さらに、第2の柱でも2500万ユーロを支給する。 
●農業経営の競争力と適応のための計画を策定する。この計画はとりわけ国とEU、さらに

希望する自治体が負担する少なくとも年間2億ユーロの畜舎建設助成を含む。 
●予防およびリスク管理手段の改善のため、従来の第1の柱の予算を振り向ける（注2）。 
●経営システムのエコロジー転換を促すため、農業環境施策向け予算を2倍化、有機農業予

算を2倍化する。 
●直接支払いにおける過去実績の参照を止めるとともに、経営システムの適応期間をおくこ

とで、改革によって生じる農業者間の不均衡を減らす。デカップル化された直接支払い

受給単価水準を、2019年には全国平均の70％に達するよう段階的に収斂させる。他方で、
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収斂により生じる経営体の収入減を現行比30％以内に抑える。 
●全ての経営体での就業と雇用を支援するため、第1の柱の予算枠の20％を、再分配支払い

（上限面積を52haとする追加手当)として支給する。2015年から2018年まで段階的に実

施する。 
 
以上のオランド大統領が示した優先課題は、小規模経営、畜産部門、若手就農、エコロ

ジー転換を優先する政策志向の一端を示している。それはあくまで一端である。なぜなら、

輸出産業として競争力を有する農業の更なる強化が農政の基調にあるからである。こうし

た強い農業部門を基盤にもつ有力農業者団体がこの改革に強い拒否的な姿勢を示さなかっ

た事実がそれを象徴している。 
 
（注１）APCA,Chambres d’Agricultures ,  n°1035,12p 
（注２）この文意は、予防・リスク管理施策自体は第 2 の柱に位置付けられるが、そのための財源は第 1

の柱から振り替えるということである(51 頁のリスク管理手段の項を参照)。そこには、施策の第 1 の

柱から第 2 の柱への移行によって、従来の第 2 の柱の受益者の利益を損なうことはしないという政治

的含意がある。 
 
５-２-２ APCA の見方 

 
2013 年 10 月のオランド大統領の演説の後、政府と農業者団体との協議を経て、同年 12

月 17 日の CSO（農業食料経済方向付け・調整上級評議会）、2014 年 5 月、同じく CSO を

舞台に、具体化に向けての合意形成が進められた。フランスの施策は、法的にはデクレ（政

令）やアレテ（省令）という行政令の形をとるが、その決定に至る過程では各種農業者団

体との協議が大きな役割を果たしている。フランス型の協調組合主義（コーポラティズム）

といってよいと思うが、中でも、農業界の利益を公式に代表する農業会議所の役割は非常

に大きい。 
農業会議所の全国機関である APCA の意思決定に大きな影響力を持つのは、会議所役員

の多数派を占める農業経営主組合全国連合（FNSEA）・青年農業者全国連合（CNJA）とい

ったサンディカ（同業者組合組織）であり、その構成員でもある農業生産部門別団体であ

る。他方、この多数派に対抗するサンディカとして農村調整（Coordination Rurale）、小農

民連合（Confédération Paysanne）が存在しそれなりの影響力を持っている。フランスの

CAP 具体化プロセスを理解するには、こうした農業者団体の存在を考慮にいれなければな

らない。 
現在のフランスの政権は社会党政権であることも、政治的には中道右派といえる多数派

農業者団体との軋轢が生まれやすい背景にある。社会党政権の農業政策志向は、経済的社

会的に劣勢に立つ小規模経営、畜産経営の利益を擁護し、エコロジーや食の安全を重視す

る傾向が強いのに対し、既存の多数派農業者団体は、競争力を持つ企業的、産業的利益を

重視する。こうした対立軸を抱えて、施策の具体化を巡る綱引きが行われ、それが施策内

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.confederationpaysanne.fr%2F&ei=6nf6VNuKIeW6mAW6tYD4Dg&usg=AFQjCNESivb1cewRFyk2Yv1-03MWSmxfNg&bvm=bv.87611401,d.dGc
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容にも反映する結果となっているといえよう。 
多数派農業者団体は、CAP 改革およびフランスでのその実施をどのようにみているのだ

ろうか。APCA 会長のギイ・ヴァッセール Guy VASSEUR は、現在のフランス農業が直面

する課題として、農産物市場の不安定性を取り上げ、1990 年代以降の CAP 改革が追求し

てきた市場志向的政策つまり市場不介入へ疑問を呈し、リスク管理（具体的には収穫保険

など）、農家貯蔵への助成維持を求める（注 3）。この意見が大規模畑作経営の利益に即して

いることは容易に見てとれるであろう。 
 また、EU 予算の緊縮の中で、2014 ~2020 年財政計画においてフランスが獲得した予算

枠に満足を表明しつつ、新たな CAP の直接助成制度が個別経営に大きく影響することに警

戒感を示している。これは、フランスが採用した再分配支払い施策（注 4）が大規模経営に

は不利に働くことへの反感を示すものである。 
さらに、ヴァッセールは、CAP の「グリーン化」つまりエコロジー重視の施策は、特定

の場合、土地利用の後退をもたらすだろうとしているが、この見方は、この施策が経営者

の経済的・事務的負担を増やし、競争力を脆弱化させるとの懸念を表しているといえよう。 
CAP の具体化とは、フランスの状況に即して農業を巡る様々な利害・議論を仲裁するこ

とである。小規模経営と大規模経営の利害対立、大規模畑作経営と畜産経営の対立、生産

至上主義とエコロジー・環境重視の対立、過去実績基準と多面的機能基準との助成の正当

化論理の対立などを背景に持つ仲裁の結果は、必然的に、異なるベクトルを持つ複雑な施

策の混合物とならざるを得なかったのである。したがって、新 CAP が原理原則に基づく根

底的な改革とはなりえなかったことは明らかである。 
 

（注3）Jean-Christophe Bureau,Sophe Toyer, La  politique  agricole commune, La Decouverte, 2014．  
（注 4）「再分配支払い」という EU レベルでの表現は、フランスでは、施策の具体的内容に即して「52ha

以下の小規模面積への支払い」として表現されることが多いようである。この表現の方が再分配とい

う表現よりも、ニュートラルで大方に受け入れられやすいということであろう。 
 
 
５-３ CAP 改革の第 1 の柱（注 5）による直接支払い 
 
５-３-１ 第 1 の柱の直接支払いの階層構造  

 
５-３-１-１ 直接支払いの構造                                 
 
第 1 の柱の直接支払い制度は 2015 年 1 月 1 日から新たな仕組みとして出発したが、細か

な点については、今後とも、見直される可能性がある。 
EU の直接支払いシステムは、過去の生産実績を基準とした助成金としての性格を薄めて

きた。過去実績と切り離された、つまりデカップル化された助成金額については、今後、

各国間の格差、そして一国内の地域間の格差が縮小される。 
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これまでの単一支払い受給権（DPU：Droits à Paiement Unique）は廃止され、新たな

３つのデカップル化された助成金に席を譲る。それは、単一支払い受給権の支払い実績を

ベースに決められる基礎支払い受給権（DPB：Droits à Paiement de Base）、グリーン化支

払い、小規模面積に対する支払いつまり再分配支払いの３つである。これに加え、フラン

スは、カップル化された助成を直接支払い向けの予算枠の上限 15％の範囲で実施すること

を決めた（表 V-10）。 
 若手農業者向けの新たな助成金も、第 1 の柱で実施されるが、これは CAP 改革の際立っ

た新機軸とされている。 
欧州委員会が望む国家間の助成金の格差縮小と関連して、第 1 の柱の直接支払いについ

ての国の予算枠は毎年縮小される（表 V-11）。 
 EU 規則によれば、グリーン化支払いの予算には毎年国の直接支払い予算枠の 30％を充

てなければならない。「若手農業者」支払いの予算枠については、フランスは予算枠の 1％
を振り向けることとした。カップル化助成金には毎年、国の予算枠の 15％が充てられる。

再分配支払いの予算枠は、5%（2015 年）から 20%（2018 年）へ増額される予定である。

基礎支払い受給権の予算枠は、直接支払い予算枠の内、その他の施策のために振り向けた

額の残余として決められるので、直接支払い予算枠の、2015 年の 49％から 2019 年の 34％
まで減少する。 
 2015 年以降、第 2 の柱の施策の財源を増やすためにフランスは第 1 の柱の予算枠の

3.33％を第 2 の柱に振り替える。したがって第 1 の柱の施策の予算枠は、3.33％削減され

る。 
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表 V-10 2015 年以降の第 1 の柱の直接支払いの構造 

特定目的の支払

い 

カップル化された支払い 

直接支払い予算枠の 13%+2%（9

億 7500万ユーロ＋1億 5000万ユ

ーロ） 

任意 
頭数あるいは面積に応じ

て支払われる 

若手農業者支払い 

予算枠の 1％（7500 万ユーロ） 
義務 

助成金 70 ユーロ／ha、上

限 34ha で 5 年間にわたり

支給 

デカップルされ

た支払い 

再分配支払い：2015 年は国の予

算枠の 5％（3 億 7500 万ユーロ）。

漸増し、2018 年には国の予算枠

の 20％（15 億ユーロ） 

任意 

2015 年には 25 ユーロ／

ha。以降漸増し 2018 年に

は 99 ユーロ／ha 

グリーン化支払い：国の予算枠の

30％（22.5 億ユーロ）。基礎支払

いに比例 

義務 

ha 当たりデカップル化さ

れた支払い。グリーン措置

の条件付き 

基礎支払い受給権：2015 年には

49％（36.75 億ユーロ）。以降漸減

し、2018 年には 34％（25.4 億ユ

ーロ） 

義務 

ha 当たりデカップル化さ

れた支払い。フランスでは

70％の収斂。基礎支払い受

給権による減額幅は 30％

以下に制限 

直接支払い予算枠は、2015 年から 2019 年の間、平均で約 75 億ユーロ。しかし、第 1 の柱か

ら第 2 の柱への財源移転によりこの予算枠は削減される。移転額は直接支払い予算枠の 3.33％

つまり約 2 億 5000 万ユーロ。 

出所）APCA,Chambres d’Agricultures ,  n°1035 
注 1）財源移転前の第 1 の柱の予算枠 75.5 億ユーロがベースだが、本表の各数値は、75 億

ユーロをベースに計算。 
注 2）再計算により、原表の数値を訂正した。 
 

EU 規則に基づき、フランスはカップル化支払いについての施策を見直すことができ、今

後、第 1 の柱から第 2 の柱への移転額を増額できる。 
 オランド大統領は、2017 年の再分配支払いの予算額を決めるために、この施策の評価を

2016 年に行うとしている。また、2018 年の予算枠を 20％とする目標の見直しも決めてい

る。 
 EU 加盟国間の支持水準格差の部分的是正のため、2013 年 2 月の多年度財政枠組みにつ

いての合意に従い、フランスの第 1 の柱の予算枠は、2015 年から 2019 年の間に約 1.5％減

額される。 
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表 V-11 直接支払いに充てられる予算枠                           

単位：ユーロ、％ 
年度 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 

カップル化支

払い 

10 億 9500 万 

（15％） 

10 億 9100 万 

 （15％） 

10 億 8600 万 

（15％） 

10 億 8200 万 

（15％） 

10 億 7900 万 

（15％） 

若手農業者助

成 

7300 万 

（1％） 
7300 万 
（1％） 

7200 万 

（1％） 

7200 万 

（1％） 

7200 万 

（1％） 

再分配支払い 

3 億 6500 万 

25／ha 

（5％） 

7 億 2700 万 

50／ha 

（10％） 

10 億 8600 万 

75／ha 

（15％） 

14 億 4200 万 

100／ha 

（20％） 

14 億 3800 万 

99／ha 

（20％） 

グリーン化支

払い 

21 億 9000 万 

84／ha 

（30％） 

21 億 8100 万 

83／ha 

（30％） 

21 億 7200 万 

83／ha 

（30％） 

21 億 6300 万 

83／ha 

（30％） 

21 億 5700 万 

82／ha 

（30％） 

基礎支払い 

35 億 7700 万 

137／ha 

（49％） 

31 億 9900 万 

122／ha 

（44％） 

28 億 2400 万 

108／ha 

（39％） 

24 億 5100 

94／ha 

（34％） 

24 億 4500 

93／ha 

（34％） 

合計 73 億 72 億 7000 万 72 億 4000 万 72 億 1000 万 71 億 9000 万 

出所）APCA,Chambres d’Agricultures ,  n°1035 
注 1）第 1の柱から第 2の柱への 3.33％の財源移転後の予算枠、直接支払いの各施策は第 1

の柱の予算枠に対する％で表示, 単価についてはいずれも平均額。 

注 2）各年度の合計欄の数値を基に再計算してある。 

 

（注 5）CAP の第 1 の柱は、2 つの分野に分けられる。一つは、共通農業市場組織（a common organisation 
of agricultural markets）であり、他は直接支払い制度である。前者については、農産物 21 部門の個

別的市場組織が 2007 年に単一の共通市場組織へと変更された。さらに、市場志向的政策の中で、生乳

や砂糖のクオータ制の廃止など、市場への公的介入が縮小されつつある。2012 年には、欧州農業保証

基金（EAGF）の支出の内、市場関連支出は既に第 1 の柱の予算枠の 8%程度（39 億ユーロ）でしか

なかったが、CAP 改革により、市場関連支出は 2020 年までに 40%程度減らされる。 
これに対し後者の直接支払いの額は同じく第 1 の柱の予算枠の 92%であり圧倒的に大きい。ここで

は注意するべきは、理由は不明だが、以下の施策の制度説明においては、各施策の予算枠の設定基準

として、第 1 の柱の予算枠全体を基準に用いる場合と、直接支払い予算枠を基準にする場合が使い分

けされていることである。当然ながら、どちらを基準とするかで、数値が多少とも異なってくる。 
 
５-３-１-２ 第 1 の柱の直接支払いの受給資格 
 
 第 1 の柱の助成金を受給するために必要な受取額の最低金額は 200 ユーロとされる。 

直接支払いの新制度では、直接支払いの受給者の定義が零から見直される。以下、支給

適格基準および給付条件に焦点を絞ってみることにする。 
2015 年に関しては、第 1 の柱による直接支払いと、第 2 の柱の内の面積基準の支払いに
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関しては、受給適格条件について同じ定義が採用された。新たな制度での直接支払いの受

給者は、過去の受給者とは関係しない。例えば、果実・野菜生産者は今後、直接支払いを

受給できるようになる（注 6）。直接支払いの適格者たる資格は営農実態のある農業者とい

う概念に基づく。つまり、EU レベルおよびフランス・レベルで定義されるような、営農実

態のある農業者のみが、直接支払いの各種制度にアクセスできる。受給申請者が営農実態

のある農業者という定義を満たせば、その経営体の全ての面積が助成対象となる。最後に、

フランスは独自の制度である農業共同経営集団（GAEC）に関して経済的透明性の概念を欧

州委員会に認めさせることに成功した。この概念は、今後、EU 規則によって規定される（下

記、5-3-1-4）。 
 

（注 6）2008 年から、果実・野菜に関する助成について 3 点の変更がなされた。①特定の面積が DPU の

対象とされた。②特定の果実がカップル化された助成の対象とされた。③トマト、ビガロー種サクラ

ンボが DPU の対象とされた。しかし、直接支払いの受給条件が、主に加工用果実・野菜を対象とし、

生産者が生産者集団に属すること、対象となる果実・野菜の種が限定されていることなどにより、特

に生鮮物を扱う小規模な果実・野菜生産者が直接支払いを受給できない状況におかれていた。①la 
France agricole, le 15 avril 2008 、 ② La Chambre d’Agriculture Pyrénées-Orientales,  
NOUVELLE PAC 2015-2019 : enfin des aides à la surface pour les fruits et légumes !, janvier  
2015 、 ③  PAC – DPU et fruits et légumes : Pour y voir plus clair 、

http://www.pleinchamp.com/aides-primes/actualites/pac-dpu-et-fruits-et-legumes-pour-y-voir-plus
-clair（26/04/08 ） を参照。 

 
５-３-１-３ 営農実態のある農業者  
 
直接支払い（基礎支払い受給権,グリーン化支払い、再分配支払い、若手農業者への追加

支払い、カップル化された直接支払い）は、2015 年から、営農実態のある農業者に対して

支払われる。これらの農業者は、まずは、EU レベルで、特定の受給者を除く形で定義され

ている。例えば、空港、鉄道会社、スポーツ・余暇用地、不動産会社、水道会社等は、営

農実態のある農業者とはされない。フランス政府は、『将来法』（LOI n° 2014-1170 du 13 
octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt）の政府案で、営農実

態のある農業者の定義の具体的内容を政令（デクレ）により決定するとしていた（注 7）。 
 基礎支払い受給権は、2013 年に直接支払いを受けた農業者、新規就農者、さらには、果

実と野菜、馬鈴薯、播種用種子または観賞用植物の生産者で現在デカップル化された直接

支払いを受給していない者、さらに、営農実態を証明するその他の農業者に認められる。 
 農業経営者が受給適格条件を満たす場合、2015 年には、基礎支払い受給権が当該経営体

の適格面積の全てに対して設定される。ただし、2013 年にブドウ畑であった面積は除く

（2016 以降、受給権の自由市場の枠内で、経営主がブドウ畑面積に関する権利を活用する

ために、受給権を購入する可能性を排除しない）。全ての適格面積は完全な権利の設定を享

受する。また、グリーン化支払いと再分配支払いは、基礎支払いの適格面積に基づき決め

られる。 
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（注 7）『農業の将来法』は、2014 年 10 月 13 日付で議会承認をうけ、翌 14 日官報に掲載された。政府案

第 16 条には、農業共済制度加入を義務付け、それが直接支払いの受給条件となるとの見方があったが、

制定法では、この条項は見当たらないし、報道でも取りあげられていない。 
 
５-３-１-４ 経済的透明性の新たな適用方法に向けて 
 
いわゆる「完全 GAEC の透明性原則」は、仮に個人として経営主にとどまるなら、個人

経営主としての受給権を要求できるであろう農業経営共同集団（GAEC）の各構成員は、個

人経営主に相当する受給権を保持できるとするものである。かくして、CAP では、GAEC
の構成員は個人として EU から上限付きの助成を享受する。この原則は、2015 年から再分

配支払いや、特定のカップル化された支払い等の上限額の設定の際に適用される。フラン

スは、CAP についての対欧州委員会交渉において GAEC の透明性原則を法文に記載するこ

とを認めさせた。欧州委員会は、上限付きのこれらの助成を個人として享受できる法人な

いし集団が農業構造の強化に貢献するという点を評価したのである。 
この点について、仏農相ステファン・ル・フォルは、2014 年 9 月 6 日、配偶者間で設立

された有限責任農業経営(EARL)の GAEC への転換にも、透明性原則が適用されることを欧

州委員会が承認したと発表した。こうした経過を経て、2014 年 12 月 15 日付で GAEC に

よる CAP 助成受給条件を定めたデクレが公表された（注 8）。 
 

（注 8）Décret n° 2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d'accès des groupements 
agricoles d'exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune .   
http://agriculture.gouv.fr/Transparence-GAEC-aides-PAC 

GAEC の透明性原則が問題となるのは、実質的には GAEC 構成員が個人経営の農業者と同様の農

作業に従事するのに、一つの法人事業体として扱われると CAP 助成金の受給で不利となるからであ

る。カップルを構成員とする小規模な EARL の GAEC への転換とそれへの透明性原則の適用を認め

たのも、実質的に GAEC と大差ない EARL 側の不利益の解消を目的とする。なお、透明性原則が適

用されるのは、構成員が当該 GAEC 以外の農業活動を行わないという意味の「完全 GAEC」の場合

だけである。①AGRICULTURE de GROUPE, n°366, nov.-dec.2009,pp10-11、また、②.農業省の説

明文書 http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Transparence-GAEC-sept-2014_cle021b51.pdf） 
（2014.09.14）を参照。 

 
５-３-１-５ 新たな CAP における第 1 の柱の助成金の適格面積 
 
経営体の助成適格面積は全ての農用地、つまり、耕地、永年草地、永年作物用地である。

この点で、全ての農用地面積が、必ずしも完全には単一支払い受給権の対象とはならなか

った（対象外とされた果実部門（上記、１－２の注を参照）、単一支払い受給権数に上限が

設けられていた「草地」）のとは異なっている。同じく、これまで、集団的に管理されてい

る放牧面積の特定部分には単一支払い受給権が完全には認められてはいなかった。事実、

特殊な指数システムが適用され、それにより、受給面積の一部だけがデカップル化された

助成金を享受できた。しかし、技術的問題から、フランスでは、今後、指数システムは適

用されない。 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Transparence-GAEC-sept-2014_cle021b51.pdf
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５-３-１-６ 伝統的放牧地の扱い 
 
伝統的に放牧されてきた土地、しかし、必ずしも草地が優勢ではない土地が、今後は「永

年草地」として認められ、それにより、伝統的草地と同じ条件で、デカップル化された助

成金の受給が認められる。注意を要するのは、2015 年には、現在認められている特定の要

素――低生産性の面積――が切り離される。当該面積は調整される（その方法については、

2014 年 9 月時点では未定であった）。農業者は、面積の申告において最大限の厳格さを求

められる。フランスでは、助成金受給について EU から問題視されるリスクを回避するこ

とが大きな課題である（注 9）。 
 
（注 9）フランスが 2008 年から 2012 年の間に CAP 補助金を不正にあるいは過失で受給したとして、欧

州委員会は受給総額の2％相当の10億ユーロ超を返還要求するとの2015年1月27 日付報道がある。

フランス側は 0.25%の違反に対し制裁が重すぎると抗議している。 
http://www.europe1.fr/economie/aides-agricoles-la-france-doit-rendre-un-milliard-d-euros-2355545 、

（2015.01.27） 
 
５-３-２ デカップル化された助成金 

 
５-３-２-１ 基礎支払い制度（RPB：Régime de Paiement de Base）への申請 

 
2015 年の基礎支払いを受給するには、以下を必要とする。 
●2015年に就業する農業者であり、基礎支払い制度に受給申請する 
●さらに、基礎支払い受給資格を所持すること。すなわち、 
＊2013 年に単一支払い（DPU）を受給していた 
＊あるいは、2013 年の農業生産を行っており、従来、単一支払い受給権を所持していな

かったことを証明する（この場合、過去実績部分はゼロである） 
＊あるいは、2014 年に全国留保分（プール）から単一支払い受給権の贈与を受けた 
＊あるいは、2013 年 5 月 16 日から 2015 年 5 月 15 日に至る期間に行われた土地の移転

に関して、2015 年に営農する農業者に対する土地の移転に伴う基礎支払い受給資格の

回収可能性（譲渡人が 2015 年 5 月 15 日時点で基礎支払い受給資格を持つ農業者であ

り、かつ、譲受人が「基礎支払い受給資格の移転」に関する約款を所持する場合）を

利用する (図 V-7 参照) 
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図 V-7 2015 年の基礎支払い受給資格取得の事例 
 
事例１ 

 
 
事例２  

 
 
事例３ 

 

2013 年に単一支払

いを受給した 
2014 年の単一支払い受給

権額を基礎に 2015 年の基

礎支払い受給権を算定 

基礎支払い受給資格

を所有 

過去に単一支払いを

受給していない。し

かし、2013 年 5 月

15 日に農業活動（例

えば、園芸）を行っ

ていたことを証明で

きる 

2015 年の基礎支払い受給

権の初期値はゼロ、2015

年から格差是正措置が適

用される 

基礎支払い受給資格

を所有 

2014 年に単一支払

い受給権プールを享

受、単一支払いを受

給 

2014 年の単一支払い受給

権額を基礎に 2015 年の基

礎支払い受給権を算定 
基礎支払い受給資格

を所有 



第 V 部  2014-2020 年 CAP における直接支払い及び農村振興政策の選択状況（英独仏） 

― V－47 ― 

事例４ 

 
 

譲渡人は 2015 年 5

月 15 日に営農実態

のある農業者であ

り、基礎支払い受給

資格を持つ ( 例：

2013 年に単一支払

いを受給) 

譲渡人は、2015 年 5 月 15

日には農業者ではなくな

っている 

2014 年にある農業者

から土地と単一支払

い受給権を取り戻し、

初めて単一支払い受

給権を申請。2014 年

には単一支払い受給

権プールを享受でき

なかった 

「基礎支払い受給

資格移転」契約条項

で基礎支払い受給

資格を取り戻す 

「助成金移転」契

約条項で譲渡人か

ら基準額を取り戻

す 

移転された基準額

をベースに基礎支

払い受給権初期額

を算定 

基礎支払い受給資格を取

り戻せない 

基礎支払い受給権の適用
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事例５ 

 
 
 

譲渡人は 2015 年 5

月 15 日に営農実態

のある農業者であ

り、基礎支払い受給

資格を持つ 

譲渡人は、2015 年 5 月 15

日には農業者ではなくな

っている 

2014年 5月 16日から

2015年の 5月 15日の

間に、ある農業者から

土地を取り戻し 2015

年に初めて基礎支払

い受給権受給を申請

する 

「基礎支払い受給

資格移転」契約条項

で基礎支払い受給

資格を取り戻した 

「助成金移転」契約

条項で譲渡人から

基準額を取り戻し

た 

移転された基準額

をベースに基礎支

払い受給権初期額

を算定 

基礎支払い受給資格を取

り戻せない 

基礎支払い受給権の適用

外（ただし、2015 年にプ

ールを享受できる場合は

受給可能） 
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事例６ 

出所）オートロワール県 
http://www.haute-loire.gouv.fr/les-dpb-droits-a-paiement-de-base-a1045.html

（2015.03.07） 
 
 
５-３-２-２ 基礎支払い受給権 
 

基礎支払い受給権の設定 ５-３-２-２-１ 

 
2015 年、CAP 申告をベースに、フランス行政は受給可能面積を算定する（2013 年にブ

ドウ畑であった面積を除く）（注 10）。その面積にフランスの農場の基礎支払い受給権総数

を対応させる。こうして創設される受給権数の現時点での推計は 2620 万となる（注 11）。 
個々の経営主は経営体の適格面積数と等しい基礎支払い受給権数を割り当てられる。そ

の基礎支払い受給権は 2014 年の単一支払い受給権（およびタバコ品質助成金）という過去

実績に基づき算定された価値を持つ。その価値は収斂原則に基づき毎年、変化する。 
 

譲渡人は 2015 年 5

月 15 日に営農実態

のある農業者であ

り、基礎支払い受給

資格を持つ 

譲渡人は、2015 年 5 月 15

日には農業者ではなくな

っている 

すでに基礎支払い受

給資格を持っており

（例：2013 年に直接

支払いを受けた農業

者）、2014 年 5 月 16

日から 2015 年の 5 月

15 日の間に近隣農業

者から土地を取り戻

した 「助成金移転」契約

条項で譲渡人から

当該土地に関する

基準額を取り戻す 

2014 年の自身の単

一支払い受給権額

と移転された基準

額をベースに基礎

支払い受給権初期

額を算定 

取得した土地に関する基

準額を取り戻せない 

2014 年の自身の単一支払

い受給権額をベースに基

礎支払い受給権初期額を

算定 

http://www.haute-loire.gouv.fr/les-dpb-droits-a-paiement-de-base-a1045.html
http://www.haute-loire.gouv.fr/les-dpb-droits-a-paiement-de-base-a1045.html
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（注１0）ブドウ畑については共通市場組織による助成が行われていることから、適格面積から除外されて

いるが、農業者団体 Confédération  paysanne は、1ha 当たり数万ユーロを受取る少数のブドウ園の

存在を口実にそれ以外のブドウ園を差別する施策であると批判している。 
http://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=1875&PHPSESSID=p8sh5bsa6uobn5pamj3uovtpg6 

(2013.08.29)を参照  
（注 11）農用地区画として認められる最少面積（1 アール）以外に、経営の最少規模についての規定は存

在しない。（ APCA,Chambres d’Agricultures ,  n°1035, 17p の原注①） 
 

基礎支払い受給権の理論的初期単価の計算 ５-３-２-２-２ 

 
基礎支払い受給権の初期参照額は、単一支払い受給権(DPU)の過去実績をベースに、それ

を基礎支払い受給権(DPB)の新たな予算枠に適用することで算定される。 
 この初期参照額が農業者に支給されることはない。初期参照額は収斂（受給単価の格差

縮小）に向けて、2015 年から 2019 年にかけての受給権単価を決定するための基礎として

使われる。 
 基礎支払い受給資格があれば、2014 年の単一支払い制度による受給額または 2014 年の

タバコ品質助成金の受給額を基本に 2015 年の初期単価が算定される。受給額は受給適格面

積数（ブドウ畑作面積を除く）で新たな予算枠を除すことで求められる。 
2014 年と 2015 年の間に行われた土地の譲渡、販売、貸借による移転、あるいは貸借契

約の終了の場合、経営主が「参照額」に関する約款をできるだけ結ぶように促すために、

初期参照額の変更を可能とする例外利得約款が適用される場合がある。この例外利得約款

が発生するのは、土地が同期間に 1 か月以上にわたり譲渡された場合で、さらに約款を結

ばない譲渡人にとっての特別利得の合計に相当する額が「プール」と同等の扱いとされる

場合である。（APCA,Chambres d’Agricultures , n°1035, 17p の原注②）。なお、2014 年 9
月初旬の時点では、これに関連した行政手続きの詳細については未確定であった。 
なお、最近の報道によると、「農業省の諸機関は、農業経営主に対し、土地の権利移転を

2015 年 5 月 15 日以降に繰り延べるよう促している。この日付以降は、基礎支払い受給権

は従来の単一支払い受給権と同様の条件で権利移転が可能となるからである。仮に、2014
年 5 月 16 日以降、土地を取り戻した場合、基礎支払いの受給のためには、その人は基礎支

払い受給権施策の「基礎支払い受給資格」を保有していなければならない。基礎支払い受

給資格を持たぬ者は、2015 年以前に、他の営農実態のある農業者から基礎支払い受給資格

移転条項のついた、少なくとも一つの区画（最少 1 アール）を得ることにより、基礎支払

い受給資格を入手しなければならない」（La France Agricole,n°3576 ,06 fevrier 2015. p14） 
 

留意事項 ５-３-２-２-３ 

 
営農実態のある農業者の基礎支払い受給権の初期参照額は、2014 年の単一支払い制度に

よる「割当額」から基礎支払い制度への移行を表す。 
 設定される基礎支払い受給権の件数は、申告され適格とされた ha 数と等しい。ただし、

http://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=1875&PHPSESSID=p8sh5bsa6uobn5pamj3uovtpg6
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2013 年のブドウ畑面積を除く。基礎支払いの初期参照額は新たな予算枠と基礎支払い数と

の関係で決まる。また、一つの経営体における全ての基礎支払い受給権は同じ単価とされ

る。 
 
５-３-２-３ 収斂（基礎支払い単価の格差縮小） 

 
収斂原則 :フランスの選択 ５-３-２-３-１ 

 
フランスは 2015 年から 2019 年にかけて基礎支払い単価（ha 当たり受給額）の段階的な

収斂（格差縮小）を行う。つまり、国の平均を下回る全ての基礎支払い受給権単価が、2019
年にはフランスの基礎支払い受給権の平均単価の少なくとも 70％に達するようにする。こ

の収斂に向け、全ての基礎支払い受給権単価が、2015 年から 2019 年までに基礎支払い全

国平均単価に近づく。 
 基礎支払い受給権単価は、初期参照額と 2019 年の全国平均単価（約 93 ユーロ）の範囲

で推移し、収斂する。この段階的収斂により、毎年平均して全国平均額との差額の 14％（70%
÷5 年）縮小が進む。 
●過去実績を持たない経営体、したがって、初期参照額ゼロ（従来、単一支払い受給権を

持たなかった）の経営体は、2019 年には基礎支払い受給権全国平均額の 70％相当額を

得る。 
●初期参照額が全国平均よりも低額の経営体については、受給単価を 2019 年の平均額に

近づけるため、平均額と参照額との差額の 70％を埋める水準まで、段階的に増額する。 
●全国平均額を上回る初期参照額を有する経営については、受給単価を 2019 年の平均額

に近づけるため、全国平均と参照額との差額の 70%を埋める水準まで、段階的に減額

する。 
 

損失制限の運用：高額の基礎支払い受給権単価に対する収斂の影響の緩５-３-２-３-２ 

和 

 
フランスは、平均をはるかに上回る基礎支払い受給権単価に対する収斂の影響を抑える

こととした。それにより、初期参照額と 2019 年の全国平均単価との差額の縮小による損失

は 30％に制限される（注 12）。このメカニズムへの資金手当ては「他の損失者」つまり、

損失額が 30％に至らない範囲で減額する受給権を有する者の負担とされる。これらの受給

権に関しては、収斂幅はやや「大きくなり」、平均への道の 70％をやや超えるであろう。 
 

（注１2）基礎支払いの収斂に関するこの制限が、基礎支払いの予算枠に適用される。また、この制限は、

再分配支払い予算枠拡大による、基礎支払い予算枠の減額に対し影響しない。（APCA,Chambres 
d’Agricultures ,  n°1035, 17p の原注③）。 
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留保分（プール）の運用：計画策定が必要 ５-３-２-３-３ 

 
従来と同じ形の留保分が設定される。留保分の割当対象を若手農業者と最近就農した者

とすることは義務とされる。創出される「留保分」は、再分配支払いを含めた基礎支払い

制度の予算枠の推移を考慮して設定される。 
この留保分は 2015 年の基礎支払い予算枠からの徴収によってはじめられる。次いで、留

保分は、初めの 3 年間は土地移転を伴わない基礎支払い受給権移転額の 50％の徴収により

増額される。その後は徴収率は 30％とされる。なお、2 年間にわたり利用されない基礎支

払い受給権、放棄された基礎支払い受給権、不正に割り当てられた基礎支払い受給権は、

留保分とされる。 
 
５-３-２-４ グリーン化支払い：基礎支払い額に比例して支払われるデカップル化された

助成金 
 
グリーン化支払いは基礎支払いの適格面積に対して払われるデカップル化された助成金

である。グリーン化支払い額は基礎支払い額に比例する（後記の計算例を参照）。当該予算

枠は 2015 年から 2019 年まで、直接支払い予算枠の 30％である。 
このグリーン化助成金は、経営体における３つの措置の遵守を条件とする。 

 グリーン化措置を守らない場合、グリーン化支払いは全額不払いあるいは部分的減額と

される。このグリーン化支払いの減額には、場合により罰金が伴う。それは次のように漸

次適用される。 
●2015年と 2016 年：追加的罰金はない 
●2017年：当該グリーン化支払いの最大 20％の罰金 
●2018年以降：当該グリーン化支払いの最大 25％の罰金 
なお、2015 年 1 月 12 日付で、グリーン化支払い施策に関するフランス政府の最終的決

定が行われた。当該施策向けの 2015 年度予算枠は、単価が 84 ユーロ/ha とされ、直接支

払い総額の 30％、つまり年間 22 億ユーロが当てられる。 
（http://africulture.gouv.fr/vfrdissement-pac-2015-2020,12/01/2015） 

 
５-３-２-５ 再分配支払い： 52ha 以下の面積に対する追加助成 
 
再分配支払いは、52ha 以下の面積に対する助成金である。予算枠は、直接支払い予算枠

の 2015 年には 5％、2016 年には 10％、2018 年には 20％が目標とされ、財源移転前をベ

ースとすると 2018 年は 14.4 億ユーロとなる（表 V-11）（注 13）。再分配支払いは基礎支払

い対象の 52ha までの面積に対する一括年払いの形をとる。この支払いには GAEC 透明性

http://africulture.gouv.fr/vfrdissement-pac-2015-2020
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原則が適用される。この支払いの適格面積は 1450 万 ha（現在の GAEC の状況を前提とし

て）。つまり、フランスの農用地面積の半分をやや上回る規模である。 
再分配支払いは、農用地面積 94ha よりも規模が小さな経営にとって有利となると予想さ

れている（注 14）。 
本制度により、構成員 2 名の GAEC が有利になるのは 188ha までの規模である。この手

当の単価は経営体の 52ha までの基礎支払い受給権数（1450 万 ha）で、当該年にこの施策

に割り当てられた予算枠を除して算定される。第 1 の柱から第 2 の柱への財源移転後、2015
年については 25 ユーロ／ha、2016 年は 50 ユーロ／ha で 2019 年には 99 ユーロ／ha が

目標である。 
 
（注 13）2017 年における水準および 2018 年に 20％とする目標が適切であるか否かについて、この施策

についての評価が 2016 年に行われる。 
（注 14）フランスにおいては、再分配支払い施策は、大規模経営と小規模経営の利害対立の象徴的存在で

あり論議の的となった。面積規模 52ha 以下への助成に財源を当てれば、それだけ、従来、面積規模

に応じて受け取っていた「補助金」額が減少すると「大規模」経営階層が反発するのである。また、

透明性原則が適用されるGAECに対し透明性原則が適用されない他の法人経営は相対的に不利となる

との不満もある。実際、主流派である農業経営主組合全国連合会（FNSEA）は言うに及ばず、農業会

議所会頭常設会議（APCA）も、この施策には批判的である。各営農類型への CAP 改革の影響（後記、

「5-3-5 CAP2015－2020 の農業経営への影響」を参照）。 
 
５-３-２-６ 単一支払い受給権から新たな３つのデカップル化された支払いへの移行：例

示 
 
改革の前後でのデカップル化助成金の支給水準を比較するためには、単一支払い受給権

と基礎支払い受給権、グリーン化支払い、再分配支払いの金額を比較するのが適当である。

３つの要素がデカップル助成金の推移に影響する。 
●経営体の単一支払い受給権実績 
●経営規模 
●経営体の法的形態 

2014 年の単一支払い受給権による受給額が 3 万ユーロで、2015 年から 2020 年にかけて

の CAP による受給適格面積が 80ha（この経営体の単一支払い受給権の単価は 375 ユーロ

／ha）の農業者を例にとろう。 
以下に、第 1 の柱から第 2 の柱へと財源が移転された後の、デカップルされた基礎支払

い受給権とグリーン化支払いの計算手順が示される。 
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第 1 段階  初期参照額の計算：過去実績に基づく単一支払い受給権の新たな基礎支払い受給

権制度への移行 
この経営の 2014 年の想定平均単一支払い受給権の単価は 375 ユーロ／ha である。それは

単一支払い受給権受給額（ここでは 3 万ユーロ）を受給適格面積（ここでは 80ha）で除す

ることで得られる。2014 年のフランスの全国平均単一支払い受給権単価（238 ユーロ／ha）
とこの額が比較される。 
 
375／238＝1.58（参照係数） 
 
1.58 という参照係数を、2019 年のフランスの平均基礎支払い受給権額に乗じることで初期

参照額を算定できる。この経営の初期参照額は、全国平均基礎支払い受給権の単価の 1.58
倍となる。 
フランスの平均基礎支払い受給権単価は 2019 年の基礎支払い受給権の国の予算枠（24 億

4000 万ユーロ、財源移転を適用後）を、対象となるフランスの農用地面積（2620 万 ha と

推定）で除して算定される。そこから、93 ユーロ／ha が得られる。この農業者の初期参照

額＝当該経営体の参照係数×全国平均基礎支払い受給権単価であり、1.58 ×93=147 ユーロ

／ha となる。 
 

図 V-8 初期参照額（ユーロ／ha）の算定 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所）APCA,Chambres d’Agricultures ,  n°1035 
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第 2 段階 2015 年から 2019 年までの単価の決定：基礎支払い制度の予算枠は一定とする 
全国平均の 70％水準への収斂は段階的に実施される。全国平均基礎支払い受給権単価へ

の 14％接近を毎年実施する。初期参照額と全国平均との差額はこの例では 147 －93＝54
ユーロ／ha である。 
 毎年（2015 年には、収斂がすでに始まっている）、この差額の 14％、つまり、14％×54
ユーロ＝7.56 ユーロ／ha が毎年減額される。 
 2015 年の基礎支払い受給権単価は 147－7.56 ユーロ＝139.44 ユーロ／ha となる。 
以下、同様に算定される。 
 
      表 V-12a 基礎支払い受給権単価の推移（収斂措置の適用） 
                              単位：ユーロ／ha 

初期参照額 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 

147 139.44 131.88 124.32 116.76 109.2 
 

   出所）APCA,Chambres d’Agricultures ,  n°1035(表 V-12a から表 V-12f まで) 
 
 

第 3 段階 基礎支払い受給権実施に伴う減額を 30％に制限するメカニズムの適用 
2019 年の基礎支払い受給権単価が、初期参照額よりも 30％以上少なくなるなら、その減

額幅は初期参照額の 30％の水準に制限される。この例では、初期参照額（147 ユーロ）と

2019 年（109.2 ユーロ）との差である減額幅は 26％である。したがって、基礎支払い受給

権の減額を 30％以内に制限するメカニズムは使われない。もし、減額幅が 30％を超えるな

ら、2019 年の基礎支払い受給権単価が、初期参照額の 70％水準まで再引き上げられる。基

礎支払い受給権の減額幅が、2015 年と 2019 年の間、同じ金額となるよう再計算される。 
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第 4 段階 2015 年から 2019 年の基礎支払い受給権を、年毎の基礎支払い制度の予算枠に

応じて計算する 
現実には、第 2 段階で定義されたようには、減額のプロセスは線型ではない。その理由

は、基礎支払い受給権に割り当てられる予算枠が、再分配支払いの予算の拡充により、縮

小するからである。2015 年には、基礎支払い受給権の予算枠は国の直接支払い予算枠の

49％、2016 年は 44％、2017 年は 39％（再分配支払いを 15％と仮定した場合）、さらに 2018
年と 2019 年には 34％となる。また、国の直接支払い予算枠自体が 2015 年から 2019 年の

間に減額される。その年の基礎支払い受給権は、第 3 段階で（受け取り側が変わらない場

合）特定年の直接支払い予算枠を 2019 年の直接支払い予算枠で除して得られる係数を乗じ

ることで算出される。 
基礎支払い受給権（2015 年）  

=139.44×（0.49×7,553,677,000 ユーロ）／（0.34×7,437,200,000 ユーロ） 
＝204.1 ユーロ／ha、 以下同様である。  
 

    表 V-12b （基礎支払い受給権予算枠の変動で調整）  単位：ユーロ／ha    
初期額（2019 予算枠） 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 

147 204.1 172.6 143.6 117.2 109.2 

 
（なお、初期参照額を計算するために、2015 年の全国平均基礎支払い受給権単価を用いる

なら、特定年の予算枠／2015 年の予算枠から得られる比率を乗じなければならない。） 
 
 
第 5 段階  基礎支払い受給権に比例するグリーン化助成金の算定 
グリーン化助成単価は基礎支払い受給権単価に比例する。グリーン化助成金には 2015 年

から 2019 年まで国の予算枠の 30％が充てられる。それは、その年の基礎支払い受給権単

価に、グリーン支払い予算枠／基礎支払い予算枠の比率を乗じて算定される。 
 
2015 年グリーン化支払い単価＝2015 年基礎支払い単価×30％／49％ 

＝204.1×30／49＝125 ユーロ／ha 
2016 年グリーン化支払い単価＝2016 年基礎支払い単価×30％／44％ 

＝172.6×30／44＝118 ユーロ／ha 
 

表 V-12c グリーン化助成金の算定       単位：ユーロ／ha 
2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 

125 118 110 103 96 
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表 V-12d 中間的まとめ（基礎支払い受給権＋グリーン支払い）         
単位：ユーロ／ha 

(ユーロ／ha) 

初期参照額（財

源移転前） 
2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 

基礎支払い 147 204.1 172.6 143.6 117.2 109.2 
グリーン化支払

い 
130 125 118 110 103 96 

合計 277 329 291 254 220 205 

 
 
第 6 段階  再分配支払いの計算 

80ha の個別経営体の例を再びとりあげよう。2015 年の再分配支払い単価は、25 ユーロ

/ha で、以降、次の通りとなる。（上記、5-3-2-5 を参照） 
 
表 V-12e 再分配支払い                    単位：ユーロ／ha 

 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 

52ha まで（ユーロ/ha） 25 50 75 100 99 
52ha を超える面積に対し 0 0 0 0 0 
助成額合計（ユーロ） 1300 2600 3900 5200 5148 

 
 

第 7 段階 最終的まとめ（基礎支払い＋グリーン化支払い＋追加手当） 
表 V-12f 基礎支払い＋グリーン化支払い＋再分配支払い 

 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 

基礎支払い（ユーロ／ha） ・・・ 204.1 172.6 143.6 117.2 109.2 
グリーン化支払い（ユーロ／ha） ・・・ 125 118 110 103 96 
小計（基礎支払い＋グリーン化支払い）（ユ

ーロ） 
・・・ 26,320 23,280 20,320 17,600 16,400 

再分配支払い（ユーロ） ・・・ 1,300 2,600 3,900 5,200 5,148 
デカップル助成金合計（ユーロ） 30,000 27,620 25,880 24,220 22,800 21,548 
デカップル助成金面積単価（ユーロ／ha） 375 345 324 303 286 269 
変化（2014 年基準）（％） ・・・ －7.9 －13.7 －19.3 －23.7 －28.2 
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５-３-３ グリーン化：直接支払い受給のため遵守すべき３条件 

 
環境問題に向けて CAP の直接支払いを方向づけることが、改革交渉の特徴であった。

2013 年に到達した合意の中で、「グリーン化」施策は、デカップル支払いの新たな構成要素

となった。フランスでは、ようやく 2015 年 1 月 12 日付でグリーン化施策の内容が最終的

に決定された。 
「グリーン化支払い」ないし「グリーン化」は、環境のための特定活動に対し報酬を与

え、農業者所得の支持に資することを目的とする。フランス本土の農業経営主への直接支

払いの一つである。それは、生物多様性、水資源保全、気候変動対策のような農業の環境

パフォーマンスの改善に貢献する諸施策を大多数の農業者が尊重するように求めている。

CAP の枠内で行われる施策である「グリーン化支払い」はデカップル化された（つまり、

生産から切り離された）面積支払いであり、その助成額は基礎支払い額に比例している。

2015 年には、1ha 当たり平均 84 ユーロである。グリーン化支払い予算枠は直接支払いの

総額の 30%で、2015 年には約 22 億ユーロである。 
この助成を受給するために遵守すべき 3 条件は、①永年草地の維持、②環境重点用地の

設定、③作付品目の多様化（フランスでは輪作の多様化という表現が多く用いられる）で

あるが、それらは、フランスの農業者にはよく知られている。なぜなら、それらは、直接

支払いの受給条件（conditionalité）（注 15）の項目として、すでに良好な農業・環境条件

（BCAE：Bonnes Conditions Agro-environnementales）（注 16）に規定されていたから

である。しかしながら、グリーン化支払いを受給するには、農業者は、従来の BCAE の規

則とは異なる。新たに作付品目の調整や新規の環境要素を実施しなければならない。 
  
（注 15）CAP により特定の助成を受ける農業者は、各施策で求められる要件を遵守しなければならない。

違反に対しては助成金が削減される。因みに 2015 年度のフランスでの条件付き施策は、大項目として

（１）環境・気候変動・土地の健全な農業的利用、（２）動物福祉、（３）公衆衛生、動植物衛生に分

けられている。大項目（１）には、BCAE と「環境」施策が含まれる。この内、BCAE1 は「川沿い

の緩衝帯」、BCAE2 は「灌漑水利用」、BCAE3 は「地下水汚染対策」、BCAE4 は「土壌被覆」、BCAE5
は「土壌流出対策」、BCAE6 は「土壌の有機成分維持」、BCAE7 は「特徴的景観維持」である。

Règlement(UE) n°1306/2013, ANNEXⅡを参照。 
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Grilles_conditionnalite_2015_09-03-2015-2_cle45a425.pdf 
（注 16）直訳すれば、「農業と環境の良好な状態」であり、そうした状態を維持することを助成する施策

と解されるであろう。 
 
５-３-３-１ グリーン化の３つの措置 
 
（注意）以下のグリーン化施策の内容に関しては、仏農業省のホームページ資料によった。 
（http://agriculture.gouv.fr/verdissement-pac-2015-2020  2015.02.16）なぜなら、2014 年 9 月

段階の情報で作成された APCA,Chambres d’Agricultures ,  n°1035 の特集記事の内容と、2015
年に入って仏政府が最終的に決定した内容ではズレが生じたためである。 

 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Grilles_conditionnalite_2015_09-03-2015-2_cle45a425.pdf
http://agriculture.gouv.fr/verdissement-pac-2015-2020
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永年草地の保護 ５-３-３-１-１ 

 

グリーン化の 3 つの取り組みの内の 1 つが永年草地の保護である。永年草地基準はグリーン化

支払いを受取る全ての経営体に関係する。ただし、経営全体が有機農業の場合、永年草地面積を

持たない経営体、またはこの基準を実証しているとみられている経営体を除く。 
永年草地とは、少なくとも 5 年前から草あるいは他の飼料用草本が大部分を占める面積であり、

放牧に適する土地であり、伝統的には草およびその他の飼料用草本が重要性を持たないが定着し

た地元の農業慣行に属する荒地、放牧地もまた永年草地とされる。 
継続的に利用される全ての一時草地は、5 年を経過すれば永年草地となり、（その間、耕耘され

たり、再播種されたりした場合を含める）。 
永年草地に関するグリーン化の基準には、二つの要素がある。 
●地域圏レベルで、永年草地の衰退防止のため、農用地面積の内の永年草地面積の割合の維持 
●いわゆるセンシチブな草地の保護 

  
永年草地比率の維持 ５-３-３-１-２ 

 
永年草地面積の農用地面積に対する割合は、2015 以降、毎年、年度末に算定される。この比率

は、グリーン化の要件に従う全経営体の永年草地と農用地面積を対象とする。 
その比率は、創出された草地をカウントするため、2012 年に計算され、さらに 2015 年に再計

算された当該地域圏の基準比率と対照される。 
 
【第 1 段階：許可制度】 
ある地域圏でこの比率が 2.5%を超えて低下した場合は、許可制度が適用される。永年草地の（耕

地ないし永年作物用地への）転換は、先行的行政許可の対象とされる。許可基準は、全国レベル

で決定され、地域圏レベルで運用される。許可の対象となる経営主は、以下の通りとする。 
●他用途へ転換する面積に相当する永年草地面積の設定を約束する者 
●AGRIDIFF（注 17）手続きに従う者 
●畜産経営用の農用地が永年草地の大部分を占めており、飼料自立性を改善することを望んでい 
る者 
●若手農業者ないし新規農就者および新たな経営体で入手した草地面積の一部を耕すことを望

んでいる者 
この場合、許可なしに自己の永年草地を他用途に転換する経営主は、グリーン支払いが減額な

いし全額返還の対象となる。 
 
（事例）地域園の基準比率が 20%であり、その年度の比率が 20%×（100%－2.5%）＝19.5%を

下回ると、許可制度が発動される。 
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許可制度の枠内で、転換面積に相当する永年草地面積を創ることを約束する場合、草ないしそ

の他の飼料草本を植えた面積は、例外的に、永年草地（4 年間の一時草地ではなく、次に 5 年か

らは永年草地となる）である限りは、初年度から永年草地として申告できる。こうした運用は地

域圏の比率に影響せず、その許可申請は一般的には認められるだろう。 
 
【第 2 段階：再稙義務】 
地域圏の比率が、5％を超えて低下した場合、永年草地の他用途転換は禁止される（永年草地の

移転の場合を除く）。そして、永年草地の減少を 5%以下に戻すため、地域圏の特定の経営主に対

して再植が課せられる。第一に、再稙は、許可を得ないで転換した面積（前経営主により他用途

転換された面積を含む）を有する経営主に課せられ、次いで、更に必要な再稙面積は、許可を得

て転換した面積を有する経営主の間で分担される。比率の確認に先立つ 2 年度（2015 年には、過

去 3 年間について）に行われた転換も対象となる。 
 
（事例）地域圏の基準比率が 20%で、その年の比率が 20%×（100%－5%）＝19%を下回った場

合は、再稙が実施される。例えば、2017 年末に再稙義務が確認されると、2016 年度と 2017 年度

内に行われた転換には、2018 年度に実施すべき再植義務が課せられる。 
再稙された面積は、再植初年度から永年草地として見做され、それから少なくとも 5 年間は永

年草地でなければならない。すでに草生産に役立った面積（例えば、一時草地）が、永年草地に

再転換される場合は、これらの面積は連続する 5 年間に達するのに必要な残りの年数、永年草地

として維持しなければならない。 
どんな場合でも、永年草地の定義を満たす被覆作物が栽培されてからは、永年草地は、耕耘お

よび再播種が可能である。 
 

（注 17）AGRIDIFF は、経営困難に陥った農業経営に対する公的救済プログラムである。  
 

センシティブな草地 ５-３-３-１-３ 

 

 特定の永年草地面積は、センシティブな草地と呼ばれる。センシティブな草地については、農

業経営主は当該面積を永年草地として保全し、耕耘も、耕地や永年作物用地への転換もできない。

それに違反すると、グリーン支払いの減額ないし全額返還の対象とされる。そして翌年には、永

年草地に戻さねばならない。センシティブな草地は、Natura2000 の区域内で、生物多様性をベー

スに決定される。 

2015 年 1 月 6 日付 FranceAgricole によると仏政府は当該面積を 111 万 1000ha とすることを

決めた。なお、前掲の農業省のグリーン化施策説明資料には、センシティブな草地に指定された

区域を示す全国地図が付されている。 
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５-３-３-２ 環境重点用地の設定 （SIE：Surfaces  à  intérêt  écologique） 
 
グリーン支払いの枠内で、経営主は耕地面積の 5%に相当する面積を、環境重点用地として維持

ないし設定しなければならない。耕地内のこの面積に、場合によっては、耕地以外の環境重点用

地が加わる場合がある。下記に示すように、環境重点用地として扱われる諸要素のリストが定め

られた。環境重点用地の各タイプには、面積の換算率が定められる。 
ただし、以下の経営体は、この基準に従う必要はない 
●耕地面積が 15ha 以下 
●耕地面積の 75％超が一時草地または休耕地またはマメ科植物が栽培されている土地であり、

さらに、それら以外の耕地が 30ha 以下 
●農用地面積（SAU : Superficie agricole utilisée）の 75％超が、一時草地、永年草地またはイ

ネ栽培（ないし、それと組み合わせて行われる生産）に充てられており、残りの耕地が 30ha
以下 

 
植樹面積および短期輪伐用小灌木からなる環境重点用地を除けば、耕地ないし耕地に隣接した

区画（例：小麦畑沿いの生垣）にある環境重点用地のみがカウントされる。つまり、永年草地の

中にある生垣は、環境重点用地には数えられない。同様に、耕地の中にあって、溝によって分断

される生垣の場合は、溝は環境重点用地とされるが、生垣は対象外とされる。 
 
同一の面積を二つの環境重点用地として申告することはできない。例えば、休耕地にある独立

樹木は、その休耕地が環境重点用地とされる場合、環境重点用地とはされない。同様に、同一の

土地を、「畑の縁」かつ「森の周囲の認可された区域」として二重申告することはできない。 
 

環境重点用地の対象 ５-３-３-２-１ 

 
【休耕地】農業生産に用いられていない農用地 
【段々畑】良好な農業・環境条件（BCAE7）施策（特徴的景観の維持）で保護されている 
【緩衝帯】BCAE1（河川に沿った緩衝帯の設置）により義務化されている緩衝帯。およびその他

の河川や水辺の緩衝帯。河川沿いの緩衝帯には水辺植物帯を含めることができる。幅は 5m から

10m。農業生産はできないが、放牧と草刈りはできる。 
【森の縁の認可された区域】直接支払いの対象区画であり、農業生産が許可される場合は 1 ㎡が

環境優先面積の 1.8 ㎡に換算される。農業生産を行わない場合、放牧と草刈りは認められる。そ

の際は、1 ㎡が環境重点面積の 9 ㎡に換算される。幅は 1m から 10m の範囲。 
【特徴的景観】BCAE７（特徴的景観の維持）で保護された土地、ERMG2 および ERMG3(野鳥

と生息地指令) （注 18）で保護された土地 
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【生垣または樹林帯】幅は 10m 以内 
【独立樹木】樹冠の直径が 4m 以上。あるいは、頂上部を剪定してある樹木。 
【並木】個々の樹木が独立樹木の定義を満たす。樹冠の間隔が 5m を超えないもの。並木が 2 列

である場合、並木と独立樹木が一体の場合、樹冠の間隔が 5ｍを超えることが許される 
【樹木および灌木群】樹冠が重なり合い一体となっているもの。最大面積は 0.3ha 
【畑地の縁】最小幅 1m。最大幅 20m。農業生産を行ってはならない 
【沼】最大面積 0.1ha。プラスチックないしコンクリートで被覆したものは対象外 
【溝】最大幅 6m、コンクリート水路は対象外 
【伝統的な石塀】自然石で造られているもの（コンクリート様の素材を使用していない切石積）。

コンクリートや漆喰を用いたものと土塀は対象外。高さは 0.5m から 2m の範囲、幅は 0.1 から

2m の範囲 
【植樹面積】農業経営主が結んだ契約期間の間に植樹され、農村振興施策の植林助成金を受けた

面積（2007 年から 2014 年までは施策 221，2015 年から 2020 年までは施策 8.1 による） 
【アグロフォレストリー面積】農村振興計画のアグロフォレストリー施策として助成されてきた、

または助成される面積（2007 年から 2014 年までは施策 222，2015 年から 2020 年までは施策

8.1 による） 
【裏作またはカバークロップの面積】主作物の間に草を植えた面積。あるいは、以下のリストに

ある植物種を最低 2 種混播した面積で、窒素指令で義務化された被覆作物であっても、そうでな

くともよい。 
冬作物（秋播き）はカバークロップとしても裏作としても認められない。混播される植物種は全

てリストに含まれていなければならない。播種期間は 7 月 1 日から 10 月 1 日の期間。カバーク

ロップは発芽していなければならない。 
≪ムラサキ科≫ハルチシャ 
≪イネ科≫エンバク、ライグラス、ライ麦、飼料ソルガム、スズメチャヒキ、X-フェスキュー, 
オーチャードグラス、フェスク、チモシーグラス、キビ（黄色、白色）、モア（mohas）、イチ

ゴツナギ属 
≪タデ科≫ソバ 
≪アブラナ科≫アマナズナ、飼料キャベツ、菜種、コショウソウ、カラシ、カブ、飼料ハツカ

ダイコン・ダイコン、キバナスズシロ 
≪ハゼリン草科≫ファセリア 
≪アマ科≫亜麻 
≪キク科≫キバナタカサブロウ、ヒマワリ 
≪マメ科≫ソラマメ、コロハ、レンリソウ、レンズマメ、ミヤコ草、ルピナス（白色、青色、

黄色）、アルファルファ、コメツブウマゴヤシ、シナガワハギ、エンドウ、ヒヨコマメ、イワオ

ウギ、ツノウマゴヤシ、大豆、白クローバー、ベッチ 
【短期輪伐用小灌木】対象となる樹種は次の通りである。肥料、農薬の使用は不可 
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シカモア（カエデ）、ハンノキ、シラカンバ、クマシデ、クリ、トネリコ、セイヨウミザクラ、

ヤナギ属 
【窒素固定用作物栽培面積】以下の作物なら単一種の栽培でも混播でもよい。 
 エンドウ、ソラマメ、ルピナス、レンズマメ、ヒヨコマメ、大豆、アルファルファ、白クロー

バー、イワオウギ、ベッチ、シナガワハギ、ツノウマゴヤシ、コロハ、ミヤコ草、コメツブウマ

ゴヤシ、レンリソウ、インゲンマメ、フラジョレマメ、フジマメ、ササゲ、落花生 
 
（注 18）ERMG 2： Protection des eaux souterraines contre la pollution は地下水汚染対策、ERMG 3 ：                                             

Utilisation des boues d’épuration en agriculture は浄水汚泥の農業利用に関する規制要件。これらは間接的

に野鳥と生息地の保全に間接効果を有する（欧州会計検査院、L’intégration dans la PAC des objectifs de la 
politique de l’UE dans le domaine de l’eau: une réussite partielle、2014、p.11） 

 
現行の良好な農業・環境条件（BCAE）の≪特徴的景観の維持≫との相違 ５-３-３-２-２ 

 
 表 V-13 特徴的景観の維持施策の変化 
 BCAE 特徴的景観の維持

（2014） 
グリーン化:環境重点用地の設

定 
対象経営体 農用地面積＞15ha 耕地面積＞15ha 
面積比率 農用地面積の 4％ 耕地面積の 5％ 
要素の所在 農用地 耕地のみ 
要素リスト 特定の要素については SET と SIE で共通。SET の幾つかの要

素は SIE ではカウントされない。SIE には新たな要素が加わ

る 
各要素の重要性 全体として、SIE の換算率は SET に比べて低率（次表参照） 

出所）APCA,Chambres d’Agricultures ,  n°1035 
注）SET は景観相当面積（Surface Equivalente Topographique） 
 
 

各環境重点用地の「重要度」 ５-３-３-２-３ 

 
以下は、SIE の要素と SET の要素の違い、および換算率の差異を表している。たとえば、生垣

に関する換算率は 100 から 10 に低下している。 
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表V-14 BCAE≪特徴的景観の維持≫のフランスでのSET施策とグリーン化のためのEUの環

境重点用地施策との比較  
 BCAE≪特徴的景観の維持

≫のフランス版での SET 施

策 

グリーン化のための SIE 施

策 

目的 面積 現行の相当面

積（㎡） 

現行の換算

率 

相当面積（㎡） 換算率 

永年放牧地、荒地、小道、ア

ルプスの放牧地、

NATURA2000 区域の放牧

地 

1ha 20000 2 適用外 適用外 

緩衝帯 1ha 20000 2 適用外 適用外 

長さ 1m      9 9 

固定休閑地（非食用作物用を

除く） 
1ha 10000 1 10000 1 

休耕地（蜜源、養蜂） 1ha 20000 2 10000 1 

休耕地（野生動物、花） 1ha 10000 2 10000 1 

生産放棄、放牧しない草地帯 長さ１

ｍ 
100   適用外 適用外 

高木果樹 1ha 50000   適用外 適用外 

泥炭地 1ha 20000 20 適用外 適用外 

生垣および植樹帯 長さ 1m 100 100 10 10 

並木 長さ 1m 10 10 10 10 

独立樹木 1 本 50 50 30 30 

樹木集団、木立 1 ㎡ ― ― 1.5 1.5 

長さ 1m 100 100 ― ― 

森の縁（農業生産は不可。放

牧と草刈は可能）幅は

1~10m 

長さ 1m 100 100 9 9 

森の縁（農業生産は可）幅は

1~10m 

長さ 1m 100 100 1.8 1.8 

畑の縁 1ha 10000 1 ― ― 

長さ 1m ― ― 9 9 

溝 長さ 1m 10 10 6 6 

池、用水地（lavogne） 1 ㎡ 100 100 1.5 1.5 
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段々畑 長さ 1m 50 50 2 2 

伝統的石塀 長さ 1m 50 50 1 1 

植林面積 １㎡     1 1 

県毎に定める荒地、小道、ア

ルプスの放牧地、放牧地 

１ha 10000   適用外 適用外 

県毎に定める永年牧草地 長さ１

m 

10   適用外 適用外 

≪その他の土地≫無農薬、無

肥料、無耕起の全面積 

１ha 10000   適用外 適用外 

短期輪伐用小灌木 １㎡     0.3 0.3 

アグロフォレストリー １㎡     1 1 

被覆作物, 裏作 １㎡     0.3 0.3 

窒素固定用作物 １㎡     0.7 0.3 

出所）APCA,Chambres d’Agricultures ,  n°1035,p.25 
注）赤字は、係数および新たな SIE で、現状と変わる部分。青色部分は、現在の SET の対象だが

SIE の対象外となる項目。あるいは係数に変更がなかった項目 
  SET：特徴的景観相当面積   SIE：環境重点用地 
 

良好な農業・環境条件（BCAE7：≪特徴的景観の維持≫） ５-３-３-２-４ 

 
表 V-15 に示されるように、今後とも、BCAE7≪特徴的景観の維持≫の幾つか施策は継続され

る。フランスはこの BCAE7 に基づき保護すべき景観要素を選択することが義務とされた。それ

らの特徴とは、 
●条件付きの直接支払いを監督する際、保護の対象は効果的に監督されなければならない（破壊

は禁止される） 
●受給適格として認められるには基礎支払い受給権が有効であること 

 
2016年の集団的環境重点用地に向けて ５-３-３-２-５ 

 
EU 規則では、環境重点用地の集団的実施を行う区域を指定することが加盟各国に認められてい

る。隣接する環境重点用地については、農業者あるいは国の提案に基づき、参加する農業者に対

して個別的に、少なくとも耕地面積の 2.5％を環境重点用地とする義務を課すことができる。 
 しかし、2015 年にはフランスではそれは実施されない。なお、農業者グループが参加する用意

があれば、2016 年度における実施可能性が検討されるであろう。 
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５-３-３-３ 作付品目の多様化 
 
グリーン化施策においては、農業者は耕地で複数の異なる作物を栽培しなければならない。異な

る作物とは、植物の「属」が異なることを意味する。例えば、小麦（triticum 属）とライ麦（secale
属）は異なる作物とされる。対照的に、全てのトウモロコシ（zea 属）は、多様性の認定において

は、一つの作物とされる。同様に、硬質小麦と軟質小麦は同じ作物（二つとも triticum 属）とさ

れる。 
しかし、例外があり、アブラナ属、ナス属、ウリ属については、作物種を数える際には、「種」

毎に数える。 
同様に、バレイショとトマト（二つとも solanum 属で、ナス科に属する）は、作付品目の多様

化施策の中では、別種の作物として扱われる。 
他方、以上のルールの例外として、同じ属にありながら（播種の時期が基準として使われる）冬

作物と春作物は異なる作物としてみなされる。たとえば、春小麦と冬小麦は別種の作物とされる。 
混播される作物については、異なる種からなる混播はそれぞれ別種の混播とされる。 
区別可能な別の列で栽培される作物（例えば、トマト列とバレイショ列を交互に配置した場合）、

少なくとも区画面積の 25%を占める作物の数で区画面積を除し、個々の作物はその計算結果から

得られる面積を占めるものとする。 
同様に、休耕地および栽培歴 5 年未満の一時草地（草ないし飼料用草本の生産に利用されている）

も作物とみなされる。反対に、こうした面積で行われる混播は、その内容の如何に関わらず、一

つの作物として数えられる。 
主作物（表作）のみが、作付品目の多様性の名目で算定される。つまり、裏作や中間作物は多様

性の計算には入らない。 
 

表 V-15a 作付品目の多様化の例示（１） 
耕地面積 45ha の経営体 
●20haの小麦 
●15haの一時牧草地（レイグラス） 
●10haの小麦とエンドウ（一列置きに植栽）50％対 50％ 

作物１＝小麦＝20ha＋10ha／2＝25ha、つまり耕地面積の 56％ 
作物 2＝レイグラス＝15ha、同じく 33％ 
作物 3＝エンドウ＝10ha／2＝5ha、11％ 
●主作物＜75％ 
●主要 2 作物＜95％ 

             出所）APCA,Chambres d’Agricultures ,  n°1035  
       原資料）農業省資料 
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表 V-15b 作付品目の多様化の例示（２） 

播種の際、混播された作物と草ないし牧草で覆われた土地を有する

経営体： 
●20haの小麦 
●15haの一時採草地（レイグラス） 
●10haのレイグラスとルーサンの混播 
●14haの小麦とエンバクの混播 
●11haのライコムギとベッチ類の混播 

作物１＝草＝15ha＋10ha＝25ha、36％ 
作物２＝小麦＝20ha、29％ 
作物３＝混播１＝14ha、20％ 
作物４＝混播２＝11ha、16％ 

●主作物＜75％ 
●主要 2 作物＜95％ 

間作作物、中間期のカバークロップは、作物には数えない。 
       出所）同上 

 
≪遵守すべき作物数および面積制限≫ ５-３-３-３-１ 

 
作物数は、まずは、経営体の耕地面積の規模により規定される。 
⇒経営の耕地面積が厳密に 10ha 未満の場合、経営主は作付品目の多様化基準に従う必要はない。 
⇒経営の耕地面積が 10ha 以上、30ha 以下であるときは、少なくとも 2 種類の作物を栽培しな

ければならない。主要作物は耕地面積の 75%を超えてはならない。一時草地と休耕地は対象外と

する。 
⇒耕地面積が 30ha を超える場合は、少なくとも 3 種類の作物を栽培しなければならない。 
●最上位作物は耕地面積の 75%を超えてはならない 
●上位 2 作物の栽培面積は耕地面積の 95%を超えてはならない 
●上の 2 例の例外として、最上位作物が一時草地ないし休耕地である場合は、これらの作物には

面積割合の上限は適用されない。しかし、最上位ではない作物の中で最も重要な作物が残りの

耕地面積の 75%を超えることがあってはならない。ただし、それが一時草地ないし休耕地であ

る場合は除く。 
特殊な二つの事例があるが、それは、耕地面積の如何に関わらず、経営主が作付品目の多様化

基準を適用されない場合である。 
●一時草地ないし休耕地の面積合計が、耕地面積の 75%を超え、残りの耕地面積が 30ha 以下で

ある場合 
である。 
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●永年草地、一時草地、コメ栽培地の合計面積が農用地面積の75%を超え、残りの耕地面積が30ha
以下である場合である。 

 
図 V-9 作付品目の多様化についての規則および例外事例 

 

出所）APCA,Chambres d’Agricultures ,  n°1035. p22 
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５-３-４ カップル化助成金 

 
以下のカップル化助成金の説明は主に、農業省、http://agriculture.gouv.fr/Aides-couplees 

-1er-pilier．（ 2015.03. 06.） による。                                                  
 
５-３-４-１ カップル化の対象部門 
 

カップル化助成は、農業経営体が特定の農産物を産出する場合に行われる。ある農業経

営が複数の農産物を産出するなら、その経営体は複数のカップル化助成金を受取ることが

できる。 
カップル化助成はEU規則 1037/2013の第 52条に掲載されている品目に支払い可能であ

る。直接支払い予算枠の 13%を限度として認められ（1%はフランスの農業経営への 7500
万ユーロの支給を意味する）、蛋白作物生産への 2%の追加が認められるので、合わせて、

カップル化助成金の上限は 15%となる。  
フランスは EU から認められる最大 15％のカップル化助成を行うこととした。この助成

金は、2014 年までは 10%であったが、2015 年から、第 1 の柱の予算枠の 15%に引き上げ

られる。 
以下の農産物は、カップル化助成金の支給対象となり、大部分が畜産に向けられる（年

間 10 億 5300 万ユーロが畜産向けで、助成金全体では 11 億 3300 万ユーロである） 
 
①繁殖雌牛（これまでの繁殖雌牛維持手当（PMTVA：la prime au maintien du  troupeau  

de   vaches  allaitantes）を引き継ぐ） 
②搾乳牛（新規・再適用） 
③母乳保育仔牛・有機仔牛（これまでの継続） 
④羊（これまでの助成金を充実させた） 
⑤山羊（これまでの助成金を充実させた） 
⑥畜産家向け飼料用豆類（単一種ないし混播）（新規） 
⑦大豆（新規） 
⑧蛋白質作物（エンドウ、ソラマメ、ルーピン等）（これまでの継続） 
⑨乾燥飼料用豆類（これまでの継続）   
⑩飼料作物種子（再適用） 
⑪高品質硬質小麦（これまでの継続） 
⑫加工用果実（プラム、サクランボ、桃、梨、トマト）（再適用） 
⑬でんぷん原料用バレイショ（再適用） 
⑭繊維用麻（再適用） 
⑮ホップ（再適用） 
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⑯イネ科作物の種子（新規） 
 
従来のカップル化助成制度との比較では次のような特徴がある。 
●EU 規則 73/2009 第 68 条が適用されている部門ではカップル化が全て再適用される。た

だし、たばこ（対象外）は除く。金額が相対的に維持されるのは繁殖雌牛、硬質小麦、

蛋白作物、乾燥飼料用豆類である。また、現行のカップル化支払いが増額されるのは、

母乳保育仔牛、羊、山羊、山岳地搾乳牛である。 
●2003年以降デカップル化された部門で、新たな CAP でカップル化された助成金を受取る

部門は、山岳地を除く搾乳牛、播種用種子、ホップ、繊維用麻、加工用果実、加工用ト

マト、プルーン、でんぷん用バレイショである。 
●2003年以降、カップル化助成金を受けてきた部門は、全てがカップル化の対象とされた。 
●カップル化助成を新たに受ける部門は大豆、飼料用豆類である。 
●カップル化助成金の支払い方法に関しフランスでは GAEC の透明性原則が適用される。 
●タバコ（68 条に基づき現在フランスで支給されているタバコ品質助成金）については、カ

ップル化助成金は適用されない。 
●牛乳については、乳量基準ではなく搾乳牛一頭あたりの助成金のみとなる。 
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表 V-16 再カップル化予算枠と助成単価 （2015 年）   

単位：100 万ユーロ、ユーロ 
  予算（100 万ユーロ） 助成単価（ユーロ） 

繁殖雌牛 647.3 72～180/頭 

搾乳牛手当 135.24 34～71/頭 

母乳保育仔牛・有機仔牛 4.8 37～71/頭 

羊 120.8 16～27/頭 

山羊 14.5 13～16/頭 

畜産家向け飼料用豆類 94.8 最低 100、最高 150 

大豆 5.8 最低 100、最高 200 

蛋白作物 33.8 最低 100、最高 200 

乾燥飼料用豆類 7.7 最低 100、最高 150 

飼料用豆類の種子 4 最低 150、最高 200 

硬質小麦 6.8 25/ha 

加工用トマト 2.9 1066/ha 

加工用果実 12.5 255～1066/ha 

でんぷん原料用バレイショ 1.9 82/ha 

繊維原料用麻 1.7 141/ha 

ホップ 0.3 427/ha 

イネ科作物の種子 0.5 150/ha 

出所）農業省、http://agriculture.gouv.fr/Aides-couplees -1er-pilier．  

     （2015. 03. 06）      

注）第 1 の柱から第 2 の柱への財源移転後の数値 

 
 
５-３-４-２ カップル化助成金の部門別実施 
 
注意すべき点は、リスク管理手段（衛生基金、収穫保険）や有機農業助成（維持および

転換）など、現在は第 1 の柱で第 68 条対象施策の助成金が、2015 年からは第 2 の柱の施

策から支給されることである。 
カップル化助成金の金額は申請数に応じて増減することがありうる（予算安定化措置が

設定される）。以下は 2015 年度からのフランスのカップル化助成金制度である。 
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（１）繁殖雌牛助成 

 
【助成金】 

●予算枠：6 億 4730 万ユーロ（2015 年） 
    ●単価（概数）：72～180 ユーロ 
【助成金の目的と内容】 
  繁殖雌牛に対する助成。肉用牛飼養農家の維持が目的。特に小規模飼養農家の強化を

目的とする。 
 
予定されている金額は次の通り。 

●180ユーロ／母牛 1 頭： 50 頭まで 
●135ユーロ／母牛 1 頭： 51 頭から 99 頭まで 
●72ユーロ／母牛 1 頭： 100 頭から最大 139 頭まで 

 
【対象基準】 

●10 頭以上の繁殖雌牛（母牛）を飼養する農家 
●助成申請の翌日（コルシカでは 10 月 16 日から）から 6 か月間を、受給申請した

雌牛の義務的保持期間（PDO：période de détention obligatoire）とする。申請

期間は 1 月 1 日から 5 月 15 日（2015 年には過渡的措置として、申請開始は 3
月から。2015 年 3 月 20 日までに申請した場合、1 月 2 日を義務保持期間の開

始日とすることができる） 
●義務保持期間には、母牛頭数の 30%まで未経産牛で代替することができる 
●助成対象となる母牛は、義務保持期間の開始に先立つ 15 か月間に、仔牛出産 0.8

頭（経営内での飼養期間は最短 90 日）の生産性基準を遵守している頭数に限る

（コルシカまたは移牧による飼養の場合は 0.6 頭） 
●肉用種あるいは乳肉兼用種が対象（乳用種は対象外）。乳肉兼用種に関しては、

搾乳されている母牛は別扱いで、これらの母牛頭数は牛乳集荷量（または、2015
年については生産クオータ量）および畜舎の乳収量（または、母牛 1 頭当たり

5500kg）に基づき算定される。乳肉兼用種に対しては 20% の加算がある 
●受給対象頭数は、保持する基準頭数。また、一経営当たり 139 頭を上限とする 
●現行の個体識別制度に登録された繁殖雌牛（母牛）である（注 19） 
●新規生産者に関しては、繁殖雌牛頭数の確保を助けるため、事業開始から 3 年間

に限り助成対象の母牛頭数に未経産牛を 20%含めることができる 
 

【基準頭数システムの運用】 
   助成金受給は、経営体が基準頭数を保持していることが条件となる。そして、保持
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する基準頭数は常に全頭数とされる。毎年度の基準頭数の総数は384万5000頭である。

この数を超えると、与えられる基準頭数をこの上限に戻すために安定装置が適用され

る。ある年度の確定的な基準頭数は、前年度末に割り当てられる。 
【2015 年の基準頭数割当】 
  ≪2013 年に存在した経営体≫ 

●2013 年 5 月 15 日または 11 月 15 日に（どちらか多数の方を採用）経営体にいた

母牛数を基準として決定される（2013 年に母牛数が 10 頭未満の経営体も含まれ

る）。なお、以下の条件による。 
  ＊義務的保持期間の基準は適用されない 
  ＊採用された期日における母牛数に基づき、仔牛生産性基準による頭数の上限設

定を考慮する 
  ＊搾乳される頭数を考慮する 
  ＊139 頭基準の制限内である（ただし、GAEC の透明性原則を適用する） 

  これらの経営体は 2015 年の夏の終わりまでに暫定基準頭数を受取る 
●場合により、2013 年から 2015 年の間の経緯を考慮して、プール分が与えられる

可能性あり 
 

≪その他の経営体≫ 
●法定代位（合併、分割、法的形態ないし名称の変更）あるいは、移転（新規生産

者による畜舎全体の継承の場合）、2013 年に現存した生産者の基準頭数を受け継

ぐことで基準頭数を確保する 
●あるいは、プール分から割り当てられる 

     2016 年以降、法定代位、移転、プールからの割当による基準頭数の付与方式が

維持される。 
     基準頭数を一時的に貸与あるいは譲渡の対象とすることはできない 

 
（注 19）省令（Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine）により、

フランスにおける牛の個体識別制度が規定されている。2015 年現在、羊、山羊も個体識別の対象とさ

れている。 
 
（２）搾乳牛助成 

 
【助成金】 

●予算枠 1 億 3524 万ユーロ（2015 年） 
●単価：34～71 ユーロ／頭  

【助成金の目的と内容】 
  乳用種および牛乳を産出する兼用種の母牛への助成であり、条件不利地域において
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は、助成金が増額される。助成金の単価は、飼養される場所によって異なる。 
   ●高山、山岳、山麓の条件不利地域は約 71 ユーロ／頭 

●条件不利地域内の新規就農者に対し、営農開始から 3 年間、一頭当たり 15 ユー

ロが上記の金額に上乗せされる 
    ●条件不利地域外は約 34 ユーロ／頭 
    ●条件不利地域外での新規生産者に対し、事業開始から 3 年間、一頭当たり約 10

ユーロが上記の金額に上乗せされる 
【対象基準】 
    ●当該年の 3 月 31 日を期末とする酪農年度内に牛乳を生産した牛を所持する 
    ●受給可能な頭数の上限は次の通り、 
     ＊高山、山岳、山麓の条件不利地域は、１経営当たり 30 頭まで 
     ＊条件不利地域外は、１経営当たり 40 頭まで 
     この頭数制限に対しては、完全 GAEC の透明性原則が適用される 
    ●現行の個体識別制度に登録された搾乳牛である 
    ●受給対象の雌牛の義務的保持期間は、1 月 1 日から 5 月 15 日までの（2015 年に

ついては、3 月に申請開始）受給申請日の翌日から 6 か月間（コルシカについて

は、10 月 16 日から 6 か月間）とする。 
    ●受給可能頭数の 30%までは、未経産牛で更新が可能である 
 
（３）母乳保育仔牛助成 

 

【助成金】 

●予算枠：480 万ユーロ（2015 年） 

    ●単価：37～74 ユーロ／頭  

【助成金の目的と内容】 

  ラベル制度による母乳保育仔牛および有機農業の母乳保育仔牛への助成であり、各制度の生

産仕様書や規則を遵守する仔牛への助成。助成金の仕組みは、基本助成と追加助成の二階建て

である。 

 ●基本助成の最高助成額は、ラベル制度の仕様書に従い生産された母乳保育仔牛に対し

一頭当たり 37 ユーロ、有機仔牛一頭当たり 37 ユーロ 

 ●追加助成額の最高助成額は、ラベル付の母乳保育仔牛（注 20）に対し一頭当たり 37

ユーロ、有機仔牛の母乳保育仔牛に対し一頭当たり 37 ユーロ 

【対象基準】 

●基本助成の支給対象基準 

＊ラベル制度の母牛保育仔牛に関しては、生産者は、遅くとも 2014 年 1 月 1 日には

、「母乳保育仔牛」ラベルを管轄する保護管理団体（ODG）の会員である 
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＊有機仔牛に関しては、母牛保育仔牛生産のための有機農業に取り組んでいること 

＊個体識別制度への登録 

     
（注 20）ラベル制度の仕様書に従い生産された母乳保育仔牛（veau  labellisable）は、直訳すればラベ

ルが貼られうる仔牛ということだが、具体的には、ラベル制度の仕様書を遵守して生産された仔牛の

枝肉であり、母乳保育仔牛肉市場には、特定の証明マークをつけて出回る。その内、実際に、枝肉、

半丸枝肉、部分肉としてラベル（保証書）を付けて販売されるものがラベル付の母乳保育仔牛（veau  
labellisé ）である。したがって、前者は後者を含むことになる。（アキテーヌ地域圏のブロンド牛協

会のラベル・ルージュ仕様書の用語解説を参照。 
http://www.celpa.fr/wp-content/uploads/2013/11/cc-la-17.91-version-homologu%C3%A9e-mai-2013.pdf） 

なお、生産者団体を経由しないで販売された有機仔牛は、追加助成の対象とはならない。 
http://www.haute-loire.gouv.fr/aide-aux-veaux-sous-la-mere-et-aux-veaux-bio-vslm-a818.html 

（2015.02.27） 
 

（４）羊助成 

 
【助成金】 

●予算枠：1 億 2080 万ユーロ（2015 年） 
    ●単価：16～27 ユーロ／頭  
【助成金の目的と内容】 
   雌羊への助成。経営主が以下の条件を満たせば、基本助成に加え追加助成を全額受

給することができる 
●雌羊一頭当たり約 16 ユーロの基本助成 

    ●雌羊 500 頭までの追加助成金（完全 GAEC の透明性原則が適用される）は、2
ユーロ／頭 

    ●契約化の取り組み（注 21）に参加する飼養者あるいは製品を短経路販売（庭先販

売、通信販売等）する飼養者に対し、3 ユーロ／頭の追加助成 
    ●少なくとも以下の 3 つの条件の内 1 つを満たす飼養者に対し、6 ユーロ／頭の追

加助成 
     ＊頭数で、雌羊の少なくとも 0.8 倍の仔羊を販売する生産性基準を満たす 
     ＊品質取り組みに参加していること（品質ないし産地の公的表示、製品規格証

明、有機農業） 
     ＊新規生産者については、当該事業開始から 3 年間 
【対象基準】 
    ●助成申請には、最低 50 頭の雌羊が必要 
    ●2 月 1 日以降、100 日間当該羊を保持する（2015 年度は、2 月 3 日から） 
    ●常に羊を同じ土地で飼う 
    ●頭数で、雌羊の少なくとも 0.4 倍の仔羊を販売する最適生産性基準を満たす（生

体で出荷）  
    ●現行の個体識別制度に登録された羊である 
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    ●助成申請の前年の 12 月 31 日までに仔羊が個体識別制度に登録されていれば、助

成対象雌羊頭数の 20%まで当該仔羊により更新が可能 
 
（注 21）2010 年 7 月 27 日付「農業・漁業近代化法」（La loi n°2010-874）第 12 条で、特定の農産物（果

実・野菜、牛乳）について、第１次購入者（加工産業、流通業）にとっての安定供給、農業者にとっ

ての確実な販路を確保するため、両者間の契約の文書化が義務付けられた。ただし、消費者への直販

は対象外。この契約化（contractualisation）方式が 2011 年に「羊」部門に適用されることになった。

本制度の目的・内容については、Code rural, Art.L.631-24 および Editions Lamothe, Contrats de 
Vente des Produits Agricoles  

（http://e-guidesjuridiques.com/home/64-contrats-de-vente-des-produits-agricoles.html）を参照。 
 

（５）山羊助成 

 
【助成金】 

●予算枠：1450 万ユーロ（2015 年） 
    ●単価（概数）：13～16 ユーロ／頭  
【助成金の目的と内容】 

      雌山羊への助成。1 頭当たり 13 ユーロ。経営主が以下の 2 条件の内 1 つを満たせば、

1 頭当たり 3 ユーロの追加助成がつく。 
●山羊飼養良好慣行共同規範(CMBPEC：Code Mutuel de Bonnes Pratiques en 

élevage caprin) （注 22）に参加している 
    ●農家製品の良好衛生慣行指針(GBPH：Le guide des bonnes pratiques d’hygiène 

 en production fermière)（注 23）の研修に参加した 
【対象基準】 
    ●助成申請には、少なくとも 25 頭の雌山羊が必要 
    ●一経営当たり雌山羊 400 頭が上限（完全 GAEC の透明性原則が適用される） 

●2 月 1 日以降、100 日間当該羊を保持する。（2015 年度は期首は 2 月 3 日から） 
    ●山羊を常に同じ土地で飼う 
    ●現行の個体識別制度に登録された雌山羊である 
    ●助成申請の前年の 12 月 31 日までに仔山羊が個体識別制度に登録されていれば、

助成対象頭数の 20%まで、当該仔山羊による更新が可能 
 
（注 22）フランスの山羊飼養者の全国組織である全国山羊業際協会（ANICAP）が定めた山羊飼養に関す

る共通ルールであり、約 40 項目からなる良好な慣行の遵守を会員に求めている。一般規則、個体識別、

トレーサビリティ、衛生、飼料、山羊の乳および製品の質、動物福祉、環境、羊飼養場へのアクセス、

小山羊飼養等が主な内容。 
（注 23）EU の衛生と酪農品指令（指令 94/43, 92/46）によって、農家の自家製品に規制がかかっている。

1999 年、フランスの牛、羊、山羊の飼養者団体は、自家製の乳製品とチーズに関する指針を定めた。

政府の承認を受け、これが EU 指令の実施手段となっている。 
 
 

http://e-guidesjuridiques.com/home/64-contrats-de-vente-des-produits-agricoles.html
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（６）畜産家向け飼料用豆類助成 

 
【助成金】 

●予算枠  : 9480 万ユーロ（2015 年） 
    ●単価：100 ユーロ／ha（最低）、150 ユーロ／ha（最高） 
【助成金の目的と内容】 
    畜産の飼料自給の向上を目的とする 
【対象基準】 

●飼料用豆類が栽培される面積 
●飼料用豆類の単一種 
●飼料用豆類の混播 
●他の種（穀物、その他イネ科等々）との混播の場合は、飼料用豆類の種が（穀粒

の数で）50%以上を占めること 
●対象となる飼料用豆類：エンドウ、ルーピン、ソラマメ、アルファルファ、クロ

ーバー、イワオウギ、ベッチ、シナガワハギ、クサフジ、ツノウマゴヤシ 
●早くとも 2015 年度向け、つまり 2014 年度末以降植栽される 
●栽培期間は植栽から最長 3 年間。3 年を超す場合は、再度の播種が必要 
●農業者は少なくとも以下の 2 条件のうち一つを満たさなければならない  

＊当該経営で、少なくとも 5 大家畜単位の、草食家畜ないし家禽、豚、馬等の

家畜を所持している 
＊少なくとも 5 大家畜単位を飼養する畜産家との直接契約により飼料用豆類を

栽培している 
●助成対象面積の上限は、上記の大家畜単位数により規定される（家畜の自家飼養

の場合、あるいは他の畜産家との契約の場合）。受給対象の飼料用豆類栽培面積

1ha には大家畜単位 1 単位の家畜飼養が必要 
 
（７）大豆生産助成 

 
【助成金】 

●予算枠 ：580 万ユーロ（2015 年） 
    ●単価：100 ユーロ／ha（最低）、200 ユーロ／ha（最高） 
【助成金の目的と内容】 

EU とフランスの蛋白質の自給の向上を目的とする。 
 

【対象基準】 
大豆栽培面積 
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（８）蛋白作物生産助成 

 
【助成金】 

●予算枠：3380 万ユーロ（2015 年） 
    ●単価：100 ユーロ／ha（最低）、200 ユーロ／ha（最高） 
【助成金の目的】 

蛋白作物生産を支援する助成 
【対象基準】 

●以下の蛋白作物 
＊エンドウ、（グリーンピースを除く。ただし、グリーンピースの種は助成対象） 
＊ソラマメ（小粒種 fève を除く） 
＊ハウチワマメ 

●穀物と対象となる蛋白作物の混播の場合は、（穀粒の数で）50%以上を占める 
●当該年度の 5 月 31 日までに播種する 
●作物は通常通り手入れされ、通常の生育状態で維持される（注 24） 

    ●蛋白作物は乳熟期以降に収穫されなければならない 
 
（注 24）この項目の趣旨は、助成金獲得が主目的で、荒らし作りをするとか、緑肥にするとかの抜け道を

防ぐためであると考えられる。国立農業研究所（INRA）のある研究者によれば、そもそも、収穫物販

売による収入よりも助成金の額が多く、完熟まで栽培する意味がない場合もあったとのことである。

（下記、硬質小麦生産助成についても同様の項目がある） 
 
（９）乾燥飼料用豆類生産助成 

 
【助成金】 

●予算枠：770 万ユーロ（2015 年） 
    ●単価：100 ユーロ／ha（最低）、150 ユーロ／ha（最高） 
【助成金の目的と内容】 

蛋白質飼料の自給の向上を目的とする乾燥飼料用の飼料豆類の生産への助成 
【対象基準】 

●飼料用豆類が対象、単一種栽培あるいは飼料用豆類の混播 
●対象とされる飼料用豆類は、アルファルファ、白クローバー、イワオウギ、ベッ

チ、シナガワハギ、ツノウマゴヤシ 
●生産者と乾燥飼料製造企業との栽培契約面積のみ助成対象 
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（10）飼料用豆類の種子生産助成 

 
【助成金】 

●予算枠：400 万ユーロ（2015 年） 
    ●単価：150 ユーロ／ha（最低）、200 ユーロ／ha（最高） 
【助成金の目的】 
  飼料用イネ科作物種子の生産への助成と並んで、畜産経営の飼料自給の向上を目的と

して、十分な量の種子生産を確保するための助成 
 
【対象基準】 

●認証種子を増産するための栽培面積 
●対象となる種は、エンドウ、ソラマメ、ルピナスを除くマメ科の種子で、1982
年 9 月 15 日付の飼料用種子の販売に関する省令で規定されているもの（この省

令は、2008 年および 2013 年に改正されている 
●生産者と種子企業が栽培契約している面積のみが助成対象 

 
（11）硬質小麦生産助成 

 
【助成金】 

●予算枠：680 万ユーロ（2015 年） 
    ●単価（概数）：25 ユーロ／ha 
【助成金の目的】 
  伝統的生産地帯での高品質硬質小麦の栽培面積の維持を目的とする助成である。これ

らの地帯には、プロヴァンス・コート・ダジュール地域圏、ラングドック・ルション地

域圏、ドローム県、アルデッシュ県が含まれる。 
    
【対象基準】 

●認証品種を、少なくとも ha 当たり 110 ㎏または 220 万粒播種する（種子の領収

書で検証） 
●当該年度の 5 月 30 日以前に播種する 
●当該年度の 6 月 30 日までは、作物は通常通り手入れされ、通常の生育状態で維

持されなければならない（注 25） 
●認証種子のリストは省令で定める 

 
（注 25）上記、（８）蛋白作物生産助成の注を参照。硬質小麦の収穫時期はおよそ 7 月末であり、6 月まで

通常の生育状態であれば、通常の収穫が期待される。 
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（12）加工用果実・野菜の生産助成 

 
【助成金】 

●予算枠：1540 万ユーロ（2015 年） 
    ●単価（概数）：255 ユーロ／ha～1066 ユーロ／ha 
【助成金の目的】 
  加工向けの果実・野菜生産を対象とする 5 つの助成金である。 
    ●プルーン（ダジャン種、フレンチプルーン）製造目的のプラム（予算枠 1160 万

ユーロ、単価：833 ユーロ／ha） 
    ●加工用ビガロー種サクランボ（予算枠：50 万ユーロ、単価：386 ユーロ／ha） 
    ●加工用パビー種桃（予算枠：7 万ユーロ、単価：255 ユーロ／ha） 
    ●加工用ウィリアム種梨（予算枠：40 万ユーロ、単価：1065 ユーロ／ha） 
    ●加工用トマト（予算枠：290 万ユーロ、単価：1066 ユーロ／ha） 
  これらの加工業界は、加工施設の収益性を維持するため、地元の十分な生産量を必要

としている。 
 
【対象基準】 
    ●当該年度の 5 月 15 日までに、助成を申請した果実の生産者団体に加入している 
    ●（プルーンに関してのみ）：2.5 トン／ha（有機果樹園の場合は 1.25 トン／ha）

の収量水準を守ること。この収量は過去 3 年間の収量で最上位の２生産者の平

均から算出） 
    ●（ビガロー種サクランボ、パビー種の桃、ウィリアム種の梨についてのみ）：生

産者団体からの受取証と契約書に基づき、加工品の販路が CEBI 生産者団体協

会（注 26）により確保されている 
    ●（トマトについてのみ）：生産者団体により証明される生産面積のみが受給対象

面積 
 
（注 26）2009 年 2 月 10 日付の省令で規定されている生産者団体の連合体で工業向けサクランボ、桃、梨

を扱う。  
 

（13）でんぷん原料用バレイショ生産助成 

 
【助成金】 

●予算枠：190 万ユーロ（2015 年） 
    ●単価（概数）：82 ユーロ／ha 
【助成金の目的】 

    十分な量の澱粉を供給できるバレイショ品種の生産を支援することで、バレイショ澱
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粉製造部門を強化するのが目的である。バレイショを原料とする澱粉の生産には、地元

での十分な生産量が必要である。 
【対象基準】 
    ●でんぷん原料用バレイショ品種（澱粉成分が 18%以上）の栽培面積であり、品種

リストは大臣令で定められる 
    ●生産者と澱粉製造企業との契約、あるいは生産者とでんぷん原料用バレイショ生

産者が加入している生産者団体または協同組合との契約で定められる面積。当

該契約では、当該生産者のバレイショが特定の澱粉製造企業に出荷され、澱粉

に加工される旨が規定される。 
 
（14）繊維原料用麻生産助成 

 

【助成金】 
●予算枠：170 万ユーロ（2015 年） 

    ●単価（概数）：141 ユーロ／ha 
【助成金の目的】 
  認証種子を使用した繊維用麻への生産助成 
【対象基準】 
    ●認証種子の使用（使用される種子は、EU 規則を守るため、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）繊維用麻の栽培には R1 と

R2 世代.種子生産目的では G0,G1,G2 と G3 の各世代でなければならない。 
    ●最少播種量は 25kg／ha 
    ●麻種子生産面積に関しては、最少播種量は 1.25kg／ha であり、生産者と認証種

子企業との契約が必要である。 
 
（15）ホップ生産助成 

 
【助成金】 

●予算枠：30 万ユーロ（2015 年） 
    ●単価（概数）：427 ユーロ／ha 
【助成金の目的】 
   ホップ生産業界はアルザス地域圏とノール・パド・カレ地域圏に集中している。こ

れらの地域圏の醸造業にとって不可欠な農産物である。 
【対象基準】 
  ホップ栽培面積 
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（16）イネ科作物の種子生産助成 

 
【助成金】 

●予算枠：50 万ユーロ（2015 年） 
    ●単価（概数）：150 ユーロ／ha（注 27） 
【助成金の目的と明細】 
  飼料用豆類の種子生産への助成と関連して、畜産経営の飼料自給の向上を目的とし、

十分な種子生産量を確保するための助成。 
【対象基準】 
    ●認証種子の増産を目的として栽培される面積 
    ●対象となる種は、イネ科の作物の種子であり、1982 年 9 月 15 日付の飼料用種子

の販売に関する省令に記載されている。なお、この省令は改正されている（上

記、（10）飼料用豆類の種子生産助成の対象基準の項を参照） 
    ●生産者と種子供給企業との契約に基づき生産される種子 
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表 V-17 カップル化助成金の部門別実施日程 

 



２   EU 各国の選択状況 

― V－84 ― 

 
（注 27）コメの主産地である地中海沿岸のカマルグ地域では、2011 年まで特別カップル化助成を ha 当た

り 350 ユーロ受給していた。このコメ助成は 2012 年からデカップル化され単一支払い受給権に統合

された。2015 年以降、デカップル助成は、収斂施策のため減額していく。しかし、コメについは、再

カップル化は考慮されなかった。その理由として、農業環境気候施策により、この地域の土壌の塩分

増加対策に助成金が支払われ、それは ha 当たり 217 ユーロから 316 ユーロとなることが挙げられて

いる。（セナ議員の文書質問への農相の 2015 年 1 月 29 日付回答。 
（http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141113940.html） 

 
５-３-５ CAP2015－2020 の農業経営への影響 

 
新たな CAP 施策は、2015 年に発効する。この改革は、経営に対する助成金の金額や仕

組みを大きく変えるであろう。 
農業会議所は、2013 年から 2019 年の期間の助成金の変化を評価するためのポケット計

算機 CAP を作成した。この「ポケット計算機 CAP」は、農業会議所のインターネットサイ

トで入手可能で、幾つかの仮定をおいているが、基本的に 2014 年春時点での政府決定を踏

まえている。このポケット計算機 CAP は INOSYS（注 28）の種々の典型例―畜産ネット

ワークとグランドキュルチュール（大規模畑作）・ネットワーク―への新たな改革の影響を

テストしている。 
 
（注 28）農業会議所がフランス農業の多様性を把握するために開発した新たな農業経営分類法である

Inovations Systèmes の略称。 
http://paris.apca.chambagri.fr/download/presse/RevueCA/1018/1018_dossier.pdf を参照。 
 
 
新たな CAP の影響を評価するため、以下のような前提が置かれた。 
●シミュレーションは、単一支払い権＋カップル化助成金＋農業環境草地手当（PHAE）

＋自然条件不利地域補償手当（ICHN）の現状と 2019 年の状況を対照する。 
●2019年の状況とは、新たな直接支払い＋増額された ICHN とする。 
●2015年：PHAE は廃止される 
●2014 年に、ICHN の単価は増額された。今後、2015 年と 2019 年の間に ICHN が、70
ユーロから 75 ユーロへと漸次増額されることを考慮して、仮説が立てられた。 

（注意）営農類型別の CAP の影響シミュレーションの記述は農業会議所誌第 1035 号によ

るものであり、 
前記「5-3-4-2 カップル化助成金の部門別実施」に示した金額等の数値とは異なる場合

がある。その差異は、施策具体化のための調整作業の結果を反映している。最新のデー

タは後者である。 
 
 
 

http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141113940.html
http://paris.apca.chambagri.fr/download/presse/RevueCA/1018/1018_dossier.pdf
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（１）複合畑作・畜産経営体の例―モーゼル地域圏の肥育と乳業および複合畑作 

 
【農用地面積】240ha 
【作付品目】小麦、大麦、菜種：135ha、トウモロコシ：30ha、牧草地：75ha 
【年労働単位】3 単位 

GAEC の CAP 基準による構成員：2 人 
【家畜】搾乳牛 79 頭、37 頭の育成牛（肉用、雄牛） 
【牛乳生産割当量】56 万 9000 リットル 
【2013 年単一支払い受給権】390 ユーロの水準で、全国平均の 298 ユーロをはるかに上回

る    税込経常所得：14 万 1114 ユーロ 
 

表 V-18a 事例における助成金見込み額（複合畑作・畜産経営体） 
 

2013 年 2015 年 2019 年 
2019／2013

年 

2019・2013

年（％） 

第 1 の柱の助成金  

デカップル助成金 80,942 68,802 55,777 ―25,165 ―31% 
若手農業者  0 0 0 - 
カップル化助成金 0 2,761 2,718 2,718 - 
PNSVA（１） 0 - - 0  

第 2 の柱の助成金  

ICHN（条件不利） 0 0 0 0 - 

PHAE 0 - - 0 - 

合計 80,942 71,563 58,495 ―22,447 ―28％ 

出所）Chambre d'Agriculture, n°1035,  以下、表 V-18a～表 V-18f も同じ 
注 1) 繁殖雌牛追加手当（PNSVA：prime nationale supplémentaire à la vache allaitante）
は、EU 規則第 73/2009 第 111 条で規定された制度であり、フランスの法制では農業法典

D.615-44-4 に記載されている。2013 年には、繁殖雌牛の頭数 40 頭までは 1 頭当たり 50
ユーロ、それを超える頭数には 1 頭当たり 25.85 ユーロが支給されることになっていた

（2013 年 10 月 11 日付省令）。この手当は PMTVA に追加支給される。 
 
この経営体が受領する助成金の 28％減はもっぱらデカップル助成金の 2 つの要素の働き

による。 
●基礎支払い額の収斂。この経営では、肥育と牛乳生産事業により基礎支払い受給権の

初期額が高かった。 
●再分配支払いは、CAP 対象人数一人当たり 94ha を超える規模の大規模経営に不利と

なる。事例の場合、CAP 対象人数 2 単位の CAEC で、188ha を超える経営体だから、
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再分配支払いは不利に影響する。 
山岳地以外での搾乳牛へのカップル化助成金は 1 頭当たり 36 ユーロで、この経営体にと

って新たな助成金となる。CAP 対象人数の各単位に支払われるため（CAP 相当人数一人当

たり搾乳牛 40 頭まで）、この経営体の全ての搾乳牛に対し支払われる結果となる。同様に、

育成牛の肥育は CAP2015－2020 年においてはカップル化助成金の支給対象ではないこと

に注意しておこう。フランスにおける肥育業界への助成政策は、2014 年 5 月 27 日のステ

ファン・フォル大臣の国の選択についての声明の後も、依然として、未解決の大きな問題

点である。ここに示した典型例は、CAP 改革によるとりわけ中間地帯の複合畑作・畜産経

営への負の影響を反映している。複合畑作・畜産経営における農業環境気候施策（MAEC）

は、助成金の減額を一部埋め合わせるかもしれない。同じく、このシミュレーションによ

り、経営体の法的地位と CAP 基準人数の重要性が注目されるだろう。 
 
（２）リムザン地域圏の単純な条件不利地域の羊飼養の典型例 

 
【農用地面積】110ha 
【作付品目】穀物 10ha、家畜の自家飼料 
【牧草地】100ha 
【年労働単位】1.5 単位 
【家畜】契約飼育の雌羊 800 頭（生産率は、雌羊 1 頭当たり年間 0.8 頭を超す仔羊を生産 
【ICHN の単純条件不利地域に対する 2013 年手当】2818 ユーロ 
【PHAE の 2013 年手当】6840 ユーロ（90ha が契約対象） 
【2013 年単一支払い受給権】304 ユーロ水準で全国平均 298 ユーロを僅かに上回る 
【税込経常所得】4 万 9574 ユーロ 
 
表 V-18b 事例における助成金見込み額（羊飼養） 

 
2013 年 2015 年 2019 年 

2019／2013

年 

2019・2013

年（％） 

第 1 の柱の助成金  

デカップル助成金 28,780 25,627 24,316 -4,464 -16% 
若手農業者 - 0 0 0 - 
カップル化助成金 17,648 21,213 20,997 +3,349 +19% 

PNSVA 0 - - 0 - 

第 2 の柱の助成金  

ICHN（条件不利） 2,818 ・・・ 8,491 +5,673 +201% 

PHAE 6,840 - - - 6,840 -100% 

合計 56,086 ・・・ 53,804 -2,282 -4％ 
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この経営体に関しては、改革の影響は僅かにマイナスである。助成金総額はマイナス 4％

であり、所得はマイナス 21 ユーロ／ha、5％減となる。実際には、新たな助成金制度によ

る影響はむしろ中立的である。つまり、2007 年～2013 年の CAP から 2014 年～2010 年の

CAP にかけての予算減額が、このマイナスの影響をもたらしているのである。 
受給するデカップル助成金の減額は 16％であり、その理由は次のとおりである。 
●2014 年開始のデカップル助成金の予算減額：2014 年のデカップル助成金は実際には 2
万 6914 ユーロ、2013 年に比べてマイナス 6.5％であった。事実、デカップル助成金施策

に割り当てられた予算の減額は、予算の減額、財政規律強化による影響だけでなく、カ

ップル化助成金の充実および第 2 の柱への財源移転によるものでもあった。 
●再分配支払い（52ha 以下の面積への追加手当）の好ましくない影響がみられる。なぜ

なら、この経営体は 110ha を有しており、この施策が不利に働くからである。 
カップル化助成金についてみると、羊助成金が増額する。この経営体では、羊助成金へ

の全ての加算を享受でき、基礎支払いに対して 9 ユーロ／ha の増額となる。また、羊助成

金の予算枠が 2013 年比で増加するからである。第 2 の柱の助成金についていうと、この例

では、2019 年までの ICHN の増額では PHAE の廃止による減額を埋め合わせられない。

この例は、条件不利地域で 75ha 以上の規模を持ち PHAE を享受する経営体にとっての、

第 2 の柱の直接支払いにかかわる改革（ICHN/ PHAE）のマイナスの影響を反映している。 
 
（３）オーベルニュ地域圏の山岳草地酪農の典型例 

 
【農用地面積】53ha 
【作付品目】穀物 8ha（ライコムギ等）、家畜の自家飼料 
【牧草地 】45ha 
【年労働単位】1.1 単位 
【家畜】搾乳牛 30 頭  
【牛乳生産割当量】15 万 150 リットル 
【2103 年の山岳地帯 ICHN 】8061 ユーロ 
【2013 年の PHAE 】2400 ユーロ 
【2103 年単一支払い受給権】230 ユーロで、全国平均 298 ユーロを下回る 
【税込経常所得】1 万 5807 ユーロ 
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表 V-18c 事例における助成金見込み額（山岳草地酪農） 
 

2013 年 2015 年 2019 年 
2019／2013

年 

2019・2013

年（％） 

第 1 の柱の助成金  

デカップル助成金 10,819 10,552 13,673 +2,854 +26% 
若手農業者 - 0 0 0 - 
カップル化助成金 2,072 2,127 2,094 +22 +1% 

PNSVA 0 - - 0 - 

第 2 の柱の助成金  

ICHN（条件不利） 8,061 ・・・ 12,980 +4,919 +61% 

PHAE 2,338 - - - 2,338 -100% 

合計 23,291 ・・・ 28,747 +5,457 +23％ 

 
この経営体においては改革の影響はプラスである。助成金合計は 23％、ha 当たり 193

ユーロの増加である。牛乳１kl につき 36 ユーロの増額、所得は 35％増加である。デカッ

プル助成金の増額の理由は次のとおりである。 
●基本支払額の収斂と好都合なグリーン化支払いの導入である。なぜなら、この典型例は

全国平均よりもかなり低額の単一支払い受給権だったからである。従来、山岳地草地シス

テムに対して単一支払い受給権は低額であった。そこで、デカップル助成金の収斂は有利

に働くのである。 
●再分配支払いによる利益の最適化。なぜならこの経営の面積は 53ha であるから。 
カップル化助成金については、山岳地牛乳助成金名目で得られる金額は、同じ程度にと

どまる。第 2 の柱の直接支払いに関しては、PHAE の廃止はこの経営の場合、2019 年まで

の ICHN の増額により完全に埋め合わされる。この例は、山岳地での経営体にとっての改

革のプラスの影響を反映している。これらの経営では、従来、単一支払い受給権が低額で

あったが、平均的には再分配支払いによる収入増が見込まれ、また、PHAE の廃止による

損失は、増額された ICHN により埋め合わせられる。その上、特定の山岳地域に対しては

農業環境気候施策 MAEC の草地・放牧地システムが適用可能である。 
 
（４）ローヌ・アルプ地域圏の舎飼・周年繁殖山羊飼養経営 

 
【農用地面積】36ha 
【作付品目】穀物 6ha 飼料として自家消費 
【牧草地】 30ha 
【年労働単位】1.2 単位 
【家畜】山羊 170 頭  
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【2103 年単一支払い受給権】181 ユーロで、全国平均 298 ユーロを大幅に下回る 
【税込経常所得】2 万 8635 ユーロ 
 
表 V-18d 事例における助成金見込み額（舎飼・周年繁殖山羊飼養経営） 
 

2013 年 2015 年 2019 年 
2019／2013

年 
2019・2013
年（％） 

第 1 の柱の助成金  
デカップル助成金 5,953 6,090 9,050 +3,096 +52% 
若手農業者 - 0 0 0 - 
カップル化助成金 2,196 2,392 2,348 +153 +7% 
PNSVA 0 - - 0 - 
第 2 の柱の助成金  
ICHN（条件不利） 5,88 ・・・ 9,061 +3,373 +59% 
PHAE 2,330 - - 0 - 
合計 13,837 ・・・ 20,459 +6,622 +48％ 
 
改革の影響はこの経営体にとって非常にプラスである。助成金合計は 48％増加する。つ

まり、184 ユーロ／ha の増額、＋43 ユーロ／1kl の増額で、所得は 23％増となる。 
デカップル助成金の＋52％増加は次の要因による。 
●基礎支払い額の好ましい収斂とグリーン支払いの導入。なぜなら、この経営体の単一支

払い受給権は全国平均に比べ非常な低額であったからである。 
●再分配支払い施策の好ましい影響。なぜなら、この経営体は 36ha の規模で、この面積

全体に関わるこの施策により利益を得る。 
カップル化助成金については、山羊助成金の名目で手にする基本額は 7％増加する。しか

し、この増額は実額で 153 ユーロでしかない。この経営体は、山羊助成金加算金を手にで

きない。この経営体は、条件不利地域補償手当 ICHN の増額を完全に享受する。それは 2019
年には＋3400 ユーロとなる。なぜなら、この経営体は CAP 改革の前は PHAE を受給して

いなかった。この経営体にとっては、CAP 改革の全ての新たな施策が有利に働く。それら

施策とは、とりわけ、「収斂」、再分配支払い、ICHN 増額、カップル化助成の強化である。 
 
（５）サントル地域圏の大規模畑作経営 

 
【農用地面積】135ha 
【作付品目】菜種 30ha、軟質小麦 :58ha、硬質小麦：15ha、冬大麦 :15ha、エンドウ :10.5ha、
休閑地 :6.5ha 
【年労働単位】1 単位 
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【2013 年単一支払い受給権】335 ユーロで、全国平均の 298 ユーロを上回る 
【税込経常所得】４万 5717 ユーロ 
 
表 V-18e 事例における助成金見込み額（大規模畑作経営） 

 
2013 年 2015 年 2019 年 

2019／2013

年 

2019・2013

年（％） 

第 1 の柱の助成金  

デカップル助成金 38,954 33,758 29,407 ―9,547 ―25% 
若手農業者  0 0 0 - 
カップル化助成金 1,916 1,757 1,730 -185 -10% 

PNSVA 0 - - 0  

第 2 の柱の助成金  

ICHN（条件不利） 0 0 0 0 - 

PHAE 0 - - 0 - 

合計 40,870 35,516 31,137 ―9,723 ―24％ 

2013 年から 2019 年にかけて、助成金合計の 24％減は、本質的に、デカップル助成金の

不利な制度変更によるもので、2 つの要素の働きによる。 
●基礎支払い受給権単価の収斂とグリーン化助成金の減額である。 
●再分配支払いの増額に伴うデカップル助成金の減額幅の拡大。これは約 95ha を超える

大規模経営には不利に働く。この経営体では、カップル化助成金の額自体が僅かに減額

する。フランスの蛋白作物面積が一定だとして、蛋白作物向けの予算枠が僅かに減少す

るからである。 
 
（６）ペイ・ドラ・ロワール地域圏の集約的な牛の繁殖経営 

 
【農用地面積】70ha 
【作付品目】トウモロコシ：6ha、穀物（販売用）：7ha   
【牧草地】57ha 
【年労働単位】1 単位 
【家畜】繁殖雌牛 63 頭、繁殖雌牛維持手当（PMTVA）：68 頭まで受給権あり 
【2103 年単一支払い受給権】202 ユーロで、全国平均 298 ユーロを大幅に下回る 
【税込経常所得】１万 4162 ユーロ 
 
 
 
 



第 V 部  2014-2020 年 CAP における直接支払い及び農村振興政策の選択状況（英独仏） 

― V－91 ― 

表 V-18f 事例における助成金見込み額（繁殖経営） 
 

2013 年 2015 年 2019 年 
2019／2013

年 
2019・2013
年（％） 

第 1 の柱の助成金  
デカップル助成金 12,338 12,293 16,081 +3,742 +30% 
若手農業者 - 0 0 0 - 
カップル化助成金 8,657 10,683 10,518 +1,861 -100% 
PNSVA 2,724 - - -2,724 - 
第 2 の柱の助成金  
ICHN（条件不利） 0 0 0 0  
PHAE 0 - - 0 - 
合計 23,719 22,957 26,599 +2,880 +12％ 

 
改革の影響はこの経営体にとってプラスである。助成金総額は 48％増加する。つまり、

助成金単価は＋12％、つまり 41 ユーロ／ha の増加であり、所得は 20％増となる。 
デカップル助成金の＋30％増加は次の要因による。 
●基礎支払いとグリーン化支払いの好ましい収斂。なぜなら、この典型例の単一支払い受

給権は全国平均に比べ非常な低額であったからである。 
●再分配支払い施策による好影響。なぜなら、この典型例は 70ha の規模で、この施策に

よりこの経営体は利益を得る。 
 
カップル化助成金については、繁殖雌牛の名目で手にする金額は 900 ユーロ近く減少す

る。なぜなら、2013 年に、この典型例は、PMTVA 受給権の基準が 68 頭（雌牛に手当支給）

であるのに対し 63 頭の乳肉転用牛しか持っていなかったからである。そして、2015 年に

は 63 頭よりも増やす計画であった。その上、2015 年から、繁殖雌牛助成金の累減性（上

記、カップル化支払いの繁殖雌牛助成の項を参照）が兼用牛 50 頭から強められるからであ

る。 
 
５-３-６ CAP の第 1 の柱 若手農業者の特殊性に配慮 

 
若手農業者への助成施策は、EU の基本規則において、直接支払い予算枠の 2％を上限と

して義務化されている。この第 1 の柱による若手農業者支援は面積基準に基づく全国一律

の助成制度であり、基本支払に対する追加的助成とされる。同じく第 2 の柱における若手

農業者助成金（DJA）が個別経営の事情に即した地域圏毎に異なる支援制度であるのとは

性格が異なる。 
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適格若手農業者とは, 
●助成金申請を行った年の１月１日には 39 歳以下 
●最初の基礎支払い受給申請の前に、就農する過程にある、または過去 5 年以内に就農し

た者 
●少なくとも、第 4 段階の教育水準に達するか、経験者としての証明を所持する者（注 29） 

 
計算方法は、助成金の全国平均額に、農用地面積規模で 25ha から 90ha の範囲の基礎支

払い受給権の数を乗じた額。これらの給付方式により、40 歳未満の 8500 人の農業者のう

ち、第 4 段階の教育課程修了者である 6500 人が対象となる。それは、現状では 34ha を上

限に、ha 当たり 70 ユーロの助成金に相当する。年間 2380 ユーロが最長 5 年間支給される

ことを意味する（注 30）。 
しかし、法人形態における若者の扱いについて不確実性が存続している。この点につい

ては、欧州委員会への委任立法 が決定的に重要である。大多数の加盟国は欧州委員会に対

し、加盟国が定めた基準を遵守する全ての若者が、この支援施策にアクセスできるように

するために動いた。2014 年 3 月 11 日付で欧州委員会が採決した規則は、若手農業者が一

人で、あるいは法人の他の複数の構成員と共に、経営を管理できることを証明するという

受給条件をつけている（ RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 807/2014 DE LA 
COMMISSION du 11 mars 2014）。 
 
（注 29）ル・フォル農相は農業者サンディカ Confédération paysanne の求めに応じて、CAP 2015 年で

は、新規就農者や 2013 年以降就農した者へ資質基準（第 4 段階教育水準など）を求めないと言明し

た（la France Agricole、2015.02.03） 
（注 30）予算枠は 7500 万ユーロ（表 V-10 参照）であり、1 人当たり支給額が 2380 ユーロだとすれば、

支給可能な対象者は 3 万 1500 人となり、6500 人とする本文の説明と整合しない。 
 
 
５-４ 第 2 の柱 
 
５-４-１ EU の枠組み 

 
「第2の柱の諸施策は、第２次農村振興計画として、2007年に全面的に再編されており、

2013年CAP改革において、加盟国は改めてそれを改革することには消極的であった。主た

る改善点は、国と地域圏に戦略的枠組みの構築を求め、欧州農業農村振興基金（FEADER）

の支出とEUの他の構造基金との結びつきを改善することにある。EUによる資金共同負担

は、第2の柱の支払いの大部分について、必要経費の50%から80%の幅で行われる。 
第2の柱で掲げられた目標は、これまでと基本的に同じである。それは、農業の競争力、

自然資源の持続可能な管理、農村地域の均衡のとれた発展に貢献することである。そこに

気候温暖化対策が明確に付け加わった。そのために、6つの優先課題が定められ（下記、表
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V-19を参照）、加盟国はEUと共同で資金を負担し、諸施策を実施することができる。新た

な施策が提示されているが、それは、協力と助言の強化、技術革新の推進、リスク管理施

策、農業環境気候施策（MAEC）である。MAECは、気候変動への農業の適応と温室効果

ガスの排出を制限する取り組みを統合する施策である。 
2013年改革では、農業分野で、欧州議会が閣僚理事会との共同決定手続で大きな役割を

果たした最初の事例となった。法案提出権を独占する欧州委員会が、改革の全体的方向性

を追求したことは間違いないが、農業担当委員D.チオロシュが法案提出の当初から欧州議

会への配慮を余儀なくされたのも事実である。前任者のF.フィシュラーとM.フィッシャー

ボエルが進めた改革に比べて、穏やかなものとなった。そうなった理由の一つは、共同決

定制度の発足による欧州議会の政策形成過程での役割の拡大である。理事会や欧州議会と

の妥協により、欧州委員会の「革新的」野心は、それ自体が危ぶまれたCAP予算の大枠を

維持することに萎んでいった。歴史的に各国政府に影響力を持つ圧力団体も、欧州議会で

の法案修正や投票に素早く働きかけた。欧州議会、閣僚理事会、欧州委員会の間を往き来

する中で、環境問題や消費者のロビー活動よりも、農業界の利害が議員たちの関心を引き

付けた。 
閣僚理事会と欧州議会での多数の修正が、欧州委員会提案を大きく変更させた。とりわ

け、環境分野を縮小させ、助成金の格差是正（収斂）を制限した。採択された規則は、現

在の助成金配分を大方維持した。助成金の受給額の個別的上限設定は選択的となり、支払

い額の漸減制度（一経営体当たり15万ユーロを超す場合）は非常に制限された。フランス

については、先に見たとおりだが、各国は、助成金の再配分で最も影響を受ける大規模農

業者の損失を制限するために国内の格差是正目標を変更することができる。環境面では、

ほとんどの農業者にとって、これまでの単一支払い受給権よりも、基礎支払いにおける制

約の方が緩くなる。したがって、従来の農法を実質的に変えることなくグリーン化支払い

を得ることができるだろう。しかし、EU加盟国は、もし望むなら、CAPの助成金配分やグ

リーン化施策をもっと進めるだけの余地を持っている。フランスから示唆を得るとすれば、、

小規模面積への「追加的手当」を払うことで、助成金を再配分することも可能である。そ

れにより、政府が望むなら、中小経営に基礎支払いの一部を振り向けることができるので

ある。 
助成金の配分と第2の柱の全体に関して、加盟国に弾力性の余地をみとめることで、2014

年後のCAPは補完性原則に大きな意味を持たせた。とくに第2の柱の管轄権限が国から大き

く地域圏に移行したことで、同じ国の中の地域間でも、加盟国間でも、施策の幅が広がり、

実質的に、共通農業政策CAPは、もはやそれが創られた1906年代初頭と同じような加盟国

間の「共通」性は失われている。」(Jean-Christophe Bureau,Sophe Toyer, La  politique  
agricole commune, La Decouverte,  pp．46－50を参照) 
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５-４-１-１ 農村振興計画と EU の諸基金 
 

CAPの第2の柱、つまり農村振興政策は、欧州農業農村振興基金（FEADER）が資金を

支え、7年間の多年度財政枠組を通じて実施される。2014年から2020年までの、新たな財

政計画期間が実質的には2015年に始まった。雇用、技術革新、教育、社会的包摂およびエ

ネルギー転換問題に関する「欧州2020」戦略の諸目標に応えるための、諸基金間の共通戦

略の枠組みが作られ、以下の3つの基金の補完性が強められる。 
●共通農業政策の第2の柱とそれを支える欧州農業農村振興基金（FEADER） 
●欧州地域振興基金（FEDER)と欧州社会基金（FSE)が資金負担する結束政策。EUの諸

地域間の不平等を減らすことを目的としている。 
●欧州海事・漁業基金（FEAMP)が資金負担する漁業政策 

 
５-４-１-２ EU レベルでの諸基金間連携アプローチの具体化 
 
諸基金間連携の戦略的枠組みは11の課題目標を定めている。FEADERも、6つの特別優先

課題に応えなければならない。 
諸基金間連携規則は、異なる基金に共通の規則および施策を定めている。その内容は、

地域振興のための、計画化、事前条件、達成度の測定、プログラムの立案とフォローアッ

プ、選別ルール、態勢の準備と実施に向けた、国とのパートナーシップの実現である。 
 個々の基金固有の規則により特定の助成施策が規定されている。 
 
表V-19 EU諸基金間連携とFEADERの目標・課題 

基金間連携の課題目標 FEADERの6優先課題 
・研究、技術開発、技術革新の強化 
・情報・通信技術 
・中小企業の競争力 
・低炭素経済への移行 
・気候変動への適応とリスク予防 
・環境と遺産の保護と保全 
・輸送インフラ 
・雇用 
・社会的包摂 
・教育と研修 
・行政能力の強化 

・知識と技術革新の移転 
・農業経営の生き残り力、競争力、革新的農業技術の

促進、森林の持続可能な管理 
・食品チェーンの組織化、動物の福祉、農業でのリス

ク管理 
・農業と林業関連のエコシステムの修復と保全 
・資源の効率的利用とCO2の低排出経済に向けての移

行、気候変動への適応力 
・社会的包摂、貧困削減、農村地帯での経済振興 
 

出所）APCA,Chambre d’Agriculture, n°1037, p.18. 
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５-４-１-３ EU の枠組みは以下の手続きを経て国レベルで、具体化される。 
 
●戦略的文書：国家と欧州委員会のパートナーシップ協定で、とくに、EUの戦略に応え

るための各種基金間のつながり方を規定する（注31）。 
●実施文書：農村振興プログラムおよびFEADERとFSEの実施プログラムで、実施措置を

規定する。 
●地域圏農村振興プログラムの選択。フランスでは、地域圏が管轄する地域圏別の27の農

村振興プログラムが予定されており、公式採択に至るまでに欧州委員会との調整が行わ

れる。しかし、幾つかの施策は地域圏バラバラに決められるのではなく、全国的な枠組

みで行われる。ICHIN、就農助成、農業環境気候施策（MAEC)および捕食動物関連施

策がそれにあたる。 
 
その他の措置は、とくに投資支援は完全に地域圏によって実施される。フランス農村ネ

ットワークおよび第2の柱に統合されたリスク管理は、27の地域圏プログラムとは独立して、

特別全国プログラムの対象とされる。 
ここでは、EUレベルでの改革手続きについては触れない。欧州委員会とフランス政府と

の間での契約文書である「パートナーシップ協定」は、2014年8月8日に締結された。 
なお、地域圏で地域圏農村振興計画を作成および運用するためのフランス政府と各地域

圏との取決めがある。Fonds européen agricole pour le développement rural FEADER 
2014-2020、Cadre national État – Régions Document n°1 orientations stratégiques et 
cadre méthodologique、Version finale 24.12.2013 
出所）

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20131224_DCN1-version_post_CER-_FINAL_cle091
5ae.pdf 
 
（注 31）http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage/Accord-de-partenariat を参照。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage/Accord-de-partenariat
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                         図V-10  CAP 改革実施のための手続き 
 

「ヨーロッパ2020」戦略 
 

共通戦略枠組み 
 
共通規則 

 
FEADER規則  FEADER/FSE規則  FEAMP規則 

 
欧州委員会／フランスパートナーシップ協定 

 
・27の地域圏農村

振興プログラム、 
・１つの危機管理

全国プログラム 
・1つの全国農村ネ

ットワーク・プロ

グラム 

 ・27のFEADER 
/FSE実施プログ

ラム 
・1つの全国FSE
プログラム 

 ・1つのFEAMP全国

プログラム 

出所）APCA,Chambre d’Agriculture, n°1037. p.19 
 
５-４-１-４ 第 2 の柱の直接的助成あるいは間接的助成 
 
農村振興に関するEUの規則は、FEADERが資金負担しうる施策を規定している。特定の

助成は農業経営に直接的に支給されるが、その他に、農業経営に間接的な利益をもたらす

施策もある。 
特定の施策は農業経営に対し直接的な利益となる。たとえば、自然条件不利地域補償手

当（ICHN）、就農支援、投資への助成、あるいは、農業環境気候施策（MAEC）、さらに有

機農業助成の場合である。間接的には、研修、農業者への助言サービスへの資金助成があ

る。協力措置あるいはLeaderプロジェクトのような、農村地域における集団的プロジェク

トへの助成もある。とりわけ技術革新のためのヨーロッパ・パートナーシップ（PEI）の実

施を通じての技術革新に力点が置かれる。 
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５-４-２ フランスでの実施 

 
５-４-２-１ 農村振興のための EU 規則の諸施策の実施 
 
『農業会議所』誌の第2の柱に関する特集記事では、EU規則が定めた農村振興諸施策を下

記のように6分野に整理している。これらの施策は、表V-19にあるFEADERの６優先課題に

対応している（注32）。しかし、 
区分の仕方は、同じではなく、フランス側の主体性がある程度反映しているとみることが

できる。 

 
１）革新的で高質の農業に向けて：研修と情報提供、助言サービス、製品の高品質システ

ム、家畜の福祉、技術革新のためのヨーロッパ・パートナーシップ 
２）全ての地域において農業経営が存在するために：若手農業者の就農、捕食動物からの

保護、自然災害後の生産力の再建、予防、リスク管理 
３）二重の意味で完成度の高い農業に向けて：投資、生産者集団の設立、農業環境気候方

策、有機農業 
４）林業経営と森林の維持のために：植樹、アグロフォレストリー、災害予防と修復、投

資、環境サービス 
５）魅力的な農村地域に向けて：農村地帯での基本的サービス、Leader, 農村ネットワー

ク 
６）地域において積極的役割を果たす農業に向けて：加工、多角化、協力 
出所）APCA,Chambre d’Agriculture, n°1037, 2014 

 
（注 32）平澤明彦、「EU 共通農業政策（CAP）の 2013 年改革」、『農林金融』2014・9、農林中金総合研

究所、ｐ48には農村振興規則に規定されている諸施策と 6つの優先事項の対応関係が整理されている。 
 
５-４-２-２ フランスの施策選択 
 
自然条件不利地域補償手当（ICHN）、就農支援、農業環境気候施策、および捕食動物に

関する施策など、国レベルで設定される諸施策がある。その他の施策については、地域圏

が、なにがしかのやり方で、またなにかしらの資金助成を受けて、自らが実施を望む施策

を選択する。 
例外的存在として、農業経営における投資への助成制度がある。事実、この制度の実施

は、地域圏に属するが、国家が特定の施策への資金的手当てを行う。2013年10月のクール

ノンにおける畜産サミットにおいて、フランス大統領は、農業経営の競争力・適応計画

（PCAE：Plan de competitivite et d’adaptation des exploitations agricoles）の実現を言

明した。畜産を優先的に扱うこの計画にはFEADER、国家、地方自治体が提供し、関連業
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界が資金を補完しうる年間2億ユーロの近代化基金が与えられる。2014年初めに全国レベル

で幅広い協議が行われた。フランス地域圏協会（ARF）、FranceAgrimer,農業職業組織を合

わせた品目別技術者グループが、投資の必要性を確定し、優先度と実施原則を定めるため

に集まった。地域圏のプログラムにおける投資分野を練り上げるために、ここでの意見が

各地域圏に送られた。例えば、ポワトー・シャラント地域圏の地域圏農村振興計画には、

このPCAEが組み込まれ、2015年1月からプロジェクトの募集が始まった。 
 
５-４-２-３ フランスでの第 2 の柱の予算額 
 

2014年から2020年までEUの農村振興向けの予算枠は、956億ユーロである。その内、フ

ランス向けは99億ユーロであり、ポーランド、イタリアに次いで第3位の受領国である（EU
規則1305/2013のANNEX1）。 
他方、EUとフランスのパートナーシップ協定（注33）によると、構造プログラムにおけ

る対フランスのFEADERの事業規模は113億8480万ユーロである。その内、フランス本土

22地域圏向けに98億9240万ユーロ、海外領向けに8億6170万ユーロであり、フランス政府

への配分が6億3070万ユーロである。フランス政府への配分は「リスク管理」施策向けであ

る。 
さらに『農業会議所』誌、第1037の特集記事によると、EU資金に加えて、約50億ユーロ

の国からの資金供給があるから、フランスでは第2の柱には155億ユーロが投入されること

になっている。 
以上のように、農村振興政策の財政規模を正確に把握することは容易ではない、その究

明は後日の課題とせざるを得ないが、フランス本土では、2014～2020年の7年間に合計100
億ユーロ程度が充てられるとみて大きな間違いはないだろう。 
各地域圏に影響するFEADER予算の割り当ては、一方で、国レベルで定められた施策と、

他方では、農業経営の競争力・適応計画（PCAE）を含む地域圏での施策を考慮して行われ

る。幾つかの山岳地域では、ICHNの割合が地域圏配分のFEADER予算枠の約6割に達する。 
 個々のプログラムの資金供給の配分は、地域圏の段階で行われるが、EU規則の二つの要

件を満たさなければならない。 
●予算の30％は、環境と気候分野への投資、農業環境気候施策（MAEC）, 有機農業助

成、自然条件不利地域補償手当（ICHN）、森林環境方策に対する資金供給に充てる 
●LEADERには5％を充てる 

 
（注 33）http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage/Accord-de-partenariat 
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５-４-２-４ 各地域圏での予算配分 
 
表V-20は、フランスの各地域圏への農村振興施策へのFEDERの助成金額を示している。

その総額は約90億ユーロである。施策別にみると、助成額が最も大きいのは、ICHNであり、

40億ユーロに達する。第2位が投資助成で、約11億ユーロ、第3位がMAEC施策で10億ユー

ロ、第4位が農業経営と企業の振興で9億ユーロである。なんといっても、全体の約45%を

占めるICHNの存在感が大きい。自然条件に恵まれない地域が対象だから、ミディ・ピレネ、

オーベルニュ、ローヌ・ザルプという山岳地域が受給額の上位三位を占めるのは理解でき

る。第2位の投資助成では、上の3地域圏に加えて、ブルターニュが入っている点が目立つ。

畜産・園芸の主産地でありとりわけ畜産部門での国際競争力強化に向けての投資需要が依

然として大きいのだろう。助成額第3位のMAECでは、ポワトー・シャラント、ブルゴーニ

ュ、サントル、プロヴァンス・コート・ダジュールが目立つ。各地域固有の環境問題を抱

えているのだが、詳細には立ち入らない。第4位の農業経営と企業の振興策では、やはり山

岳地域を抱えるオーベルニュとローヌ・ザルプの助成額が大きい。このように、農村振興

策とは、主に山岳地などの自然条件不利地域を対象としていることが分かる。農業経営構

造からみれば中小の畜産経営が対象であり、所得再分配機能を果たしていると言えよう。

この点は、フランスで最も高い農業所得を実現しているパリ盆地の諸地域圏、たとえばイ

ル・ド・フランスやピカルディー、シャンパーニュ・アルデンヌの受給額の低さにも明瞭

に表れている。これは現在の社会党政権の中小農民重視、畜産部門優先の農業政策の一面

を表しているともいえよう。 
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表V-19  第二の柱： FEADER予算の配分（共同負担分を除く） 単位：100万ユーロ 

 

出所） APCA（部内資料）、2014-2020 Politique de developpement rural,  Syntese des 
programme regionaux, juillet 2014. 
注）本表の数値は、2014年4月に欧州委員会に提出された地域圏農村振興プログラムに基づ

く。なお、APCA担当者によれば各地域圏の予算枠は確定していると考えてよいとのことで

あった。地域圏の中での各施策への配分は変更される可能性がある。 

地域圏 14条 15条 16条 17条 18条 19条 20条
21

－26条
27条

アルザス 0.5 0.5 19.6 13.8 12.06 1.61

アキテーヌ 4.5 4.5 76.75 58.75 29.46 57.75

オーベルニュ 4.5 4.47 6.7 122.2 92.6 43.2 5.8 0.5

バス・ノルマンディー 10 2 1.7 73.85 58.1 28.5 3.7

ブルゴーニュ 4.64 3.88 55 59 25.3 4

ブルターニュ 2.5 0.5 127.5 63 25 7.7

サントル 4 1.3 28.8 41.2 28.5 1.5

シャンパーニュ・アルデンヌ 2.6 1.8 23.9 40.7 6.5 6.6

コルス ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

フランシュ・コンテ 1.5 0.3 0.126 39.4 53.6 28.7 4.08

オート・ノルマンディー 1.2 0.9 0.7 23.6 0.001 19 15.6 2.75 0.4

イル・ド・フランス 12 8.4 5.9 2.9

ラングドック・ルシヨン 1.2 0.5 3 97.3 47.1 18.68 10.7

リムザン 5.4 1.93 3.86 49.27 39.88 28.89 3.48

ロレーヌ 3 2.3 6 49.2 43.6 17.6 8.7

ミディ・ピレネ 10 11 8 117.3 90 58 7.7

ノール・パ・ド・カレ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

ペイ・ド・ラ・ロワール ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

ピカルディ 2 0.7 24.8 23.1 25.9 3.8

ポワトー・シャラント 2.1 1.3 0.3 31.35 33.6 28.3 3.1

プロヴァンス・コート・ダジュール 1.19 1.43 42.9 24 57.77 3.85

ローヌ・ザルプ 7.6 7.5 1.95 103 1.4 103.7 33 6.86

合計 67.93 40.38 39.266 1117.72 1.401 913.13 516.86 146.58 0.9

地域圏 28条 29条 30条 31条 34条 35条 LEADER 合計

アルザス 31.18 12 18.64 0.75 6.32 116.96

アキテーヌ 47.23 36 0.1 244 1.5 31.68 592.22

オーベルニュ 61 16 0 773 0.5 6.5 63.7 1200.67

バス・ノルマンディー 38 12 38 5.3 30 301.15

ブルゴーニュ 84.2 12 245.4 0.2 9.4 29.3 532.32

ブルターニュ 63 28 0.5 7 36.8 361.5

サントル 79.67 20 0.1 98 12.1 23.66 338.83

シャンパーニュ・アルデンヌ 40.3 15 0.5 31.3 8 21.5 198.7

コルス ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 0

フランシュ・コンテ 17 20.53 0.29 250.5 1 24.4 441.426

オート・ノルマンディー 13.1 10 1.4 3 10 101.651

イル・ド・フランス 9 6 5 6.2 55.4

ラングドック・ルシヨン 72.6 39 0.1 254.9 6.8 40 591.88

リムザン 40.27 11.24 256.71 1.5 30.7 473.13

ロレーヌ 47.2 16.7 1.5 110.9 8 17.8 332.5

ミディ・ピレネ 65.9 50.16 797.98 9 69.3 1294.34

ノール・パ・ド・カレ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 0

ペイ・ド・ラ・ロワール ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 0

ピカルディ 36.1 5.2 0.21 0.8 15 137.61

ポワトー・シャラント 117.5 32.5 119.9 2.65 30.78 403.38

プロヴァンス・コート・ダジュール 75.57 18.77 213.2 6.85 24.4 469.93

ローヌ・ザルプ 65.25 55 587.6 21.5 58 1052.36

合計 1004.07 416.1 4.2 4040.53 0.7 116.65 569.54 8995.96



第 V 部  2014-2020 年 CAP における直接支払い及び農村振興政策の選択状況（英独仏） 

― V－101 ― 

         
表V-20の中のEU農村振興規則（Règlement(EU)1305/2013）の各施策 

14条：知識移転と情報活動    15条：助言・経営管理支援サービス 
16条：品質保証システム     17条：物的投資 
18条：自然災害後の生産力の復旧および予防   19条：農業経営と企業の振興 
20条：基本サービスと農村地帯での村落刷新     
21－26条：森林地帯振興への投資と森林持続可能性の改善 
27条：生産者集団と生産者団体の設立  34条：林業、環境、気候サービスと森林保全 
35条：協力    42‐44条：LEADER 
その他、全ての地域圏をカバーする全国制度としては、MAEC（28条、30条）、有機農

業（29条）およびICHN（31条）がある。 
地域圏毎に、選択する施策、さらには各施策の実施細目（テーマ別目標objectifs 
thématiques, 特別目標objectifs spécifiques）は異なる。 

 
５-４-３ 第 2 の柱の施策 
 
以下に、フランスの各地域圏で実施されるCAPの第2の柱である農村振興政策の各施策の

概要を紹介しているが、2015年1月の時点では、欧州委員会との合意に達した地域圏農村振

興計画の確定文書は存在していなかった。それゆえ、示されている数値は暫定的なもので

ある。しかも、地域圏毎に、支給方法や単価が異なっていることに注意が必要である。な

お、助成金の支給方法に関する暫定的データは、APCAの部内資料によっている。 
 
５-４-３-１ 革新的で質の高い農業に向けて 
 

研修と情報（農村振興規則第 14条） ５-４-３-１-１ 

【目標】職業研修、農業者の資質向上、農村地帯での経済的諸主体、情報提供・宣伝活動

への支援 
【受益者】研修・情報提供活動の提供者、農業会議所を含む 
【対象となる支出】組織化と活動実施の費用 
【助成タイプ】補助金。FEADERの共同負担の上限は80％。なお、FEADERの共同負担の

割合または上限金額は、EU規則1305/2013, AnnexeⅡで規定されている（以下、同様）。 
 

助言サービス（同上 15条） ５-４-３-１-２ 

【目標】事業の経済的・環境的達成度を改善するため助言サービスを利用する農村地帯の

農業者及び経済主体への援助 
【受益者】農業者、森林管理者、農村地帯の中小企業 



２   EU 各国の選択状況 

― V－102 ― 

【対象となる支出】助成金受給条件の遵守（conditionalité）に関する助言、気候と環境に

有益な慣行、農用地の維持に関連する助言 
【助成タイプ】補助金。FEADERの共同負担の上限は、1500ユーロ／助言、20万ユーロ／

3年間の助言者研修 
 

高品質製品システム（同上第 16条） ５-４-３-１-３ 

【目標】品質表示の製品およびその販売促進への支援 
【受益者】農業者あるいは生産者集団（groupements d’agriculteurs） 
【対象となる支出】 
●国ないしEUの規則で認められた認証あるいは品質システムへの新規参加 
●品質表示産品の情報提供および販売促進活動 

【助成タイプ】FEADERの共同負担の上限は70％。最長5年間、一経営当たり年間3000ユ
ーロの年間奨励金 
 

ヨーロッパ技術革新パートナーシップ（PEI）、（同上、第 35条） ５-４-３-１-４ 

【目標】多数者参加のプロジェクトへの助成により、農業における技術革新を強化するこ

と 
【受益者】実践グループ 
【対象となる支出】実現可能性研究、プロジェクト奨励、実践グループの運営費、実践グ

ループが行ったプロジェクト、普及活動の経費 
【助成タイプ】補助金、FEADERの共同負担率の上限は80% 
  
ヨーロッパ技術革新パートナーシップ（PEI）の「生産的かつ持続可能な農業」事業は、

2つの新機軸を打ち出した。 
第一は期待される結果である：具体的な技術革新。R&Dプロジェクトという面では、事

業期間は平均で3年間とされる。新技術、慣行、販売方法などは、農業者が利用可能で容易

に習得できるものとなろう。 
第二には、これらのプロジェクトでの農業者の役割に関してである：現場での必要性を

示し、プロジェクトの定義に参加し、自身の土地区画や作業場での実験を行い、解決策の

原型を作ることが求められる。 
研究者、助言者、農業者、企業など全員が機能するように、PEIは二つの政策：

「Horizon2020」（EUの2014年から2020年までの研究開発・イノベーション促進プログラ

ム）とCAPに基づいている。Horizon 2020の資金は、研究推進者が主体の国境にまたがっ

たプロジェクトを支援する（EUの3か国以上の組織が参加するプロジェクト）。FEADER
が支えるプロジェクトは、いわゆる「実践グループ」であり、地元のR&Dに協力する農業

者の参画を支援する。実践グループは、地域圏議会が2015年第一四半期に公表するプロジ
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ェクト公募によって選抜される。EUと国によるPEI推進に当たっては、共通の目的を持つ

Horizon 2020の諸プロジェクトと実践グループとの関係を強めるよう配慮される。 
プロジェクトの農業者グループ、実験手段、研究機関およびフランスの国立農学研究所

（INRA）とのパートナーシップを通じて、農業会議所は、PEIと実践グループにおいて、

とりわけ、農業者と研究者の革新のための協働を推進することができるだろう。 
 
 
５-４-３-２ フランス全地域において農業経営が存在するために 
 

自然条件不利地域補償手当（ICHN）（同上、31 条） ５-４-３-２-１ 

 
全国制度 
【目標】土地の農業的利用の維持、農村空間の保全、持続可能な経営方法の保護、自然的

障害に因る所得損失の補償 
【受益者】山岳地および条件地域の農業者 

助成タイプ：農用地面積当たり年払いであり、フランスでは約10万の農業経営体がICHN
を受給している。これらの経営は、ICHNの対象となる３タイプの地域に位置している。つ

まり、山岳地域、自然条件不利地域、特別条件不利地域（高湿度地域、特定の沿岸地域）。

2014年10月の畜産サミットの際、フランソワ・オランド大統領はICHNの増額を言明した。

こうして、脆弱性を抱えた地域の農業者、とくに、畜産家に対して寄り添う意思を表した

が、それは新たなCAPに向けての大統領のロードマップにおける優先事項の一つである。

山岳農業、条件不利地域の農業への助成には、2014年の5億5000万ユーロから2019年には

10億5600万ユーロへと予算枠が拡大する。2014年からICHNは全ての受給者に15％増額さ

れる。2015年からは、農業環境草地手当（PHAE）が廃止される。それに伴い、また現在

の受給者にとっては2016年まで漸増する形で、ICHNの単価に70ユーロが上乗せされる。

助成額は75haを上限として支払われ、25ha以下の面積には50％の追加手当が上乗せされ

る。専業的養豚農家は2015年以降、この措置にアクセスでき、10％から15％の加算を受け

る。羊と山羊飼養者は、移牧を行う者も行わない者も10％加算される。ICHNを受給する畜

産家は最適飼養頭数の制限を遵守しなければならない。それを超えると単価は減額される。 
以上のICHNに関する説明は、APCA,Chambre d’Agriculture, n°1037,  2014によってい

るが、これだけでは、ICHNによる助成制度全体は不明である。そこで、表V-21として、2014
年度のICHNによる基本額を示しておく。 
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表V-21 2014年ICHNの基本額 単位：ユーロ/ha 
 条件不利地域 

 高地 山岳地 山麓地 単純条件不利地域 
 乾燥地 その他 乾燥地 その他 乾燥地 その他 乾燥地 その他 
牧草地 257 255 211 157 103 64 92 57 
他の耕地 198  198      
出所）官報： JORF n°0205 du 5 septembre 2014 page 14717 , texte n° 46 
農業省令： Un arrêté du 28 août 2014 du ministère de l'agriculture,   
 
農相が2015年3月10日付で、数カ月続いた欧州委員会とのICHN施策に関する協議を経て

固まった内容を公表した。（http://agriculture.gouv.fr/aide-ICHN．）そのポイントは、以下

の通りであり、これらの変更点を2014年版ICHNに加えることで、2015年版ICHN が確定

する。 
①2015年から、PHAE廃止の見返りに、ICHN受給者に対し、上限の75haまで70ユーロ

／haを追加支給する（2014年までは、ICHNの支給対象面積の上限は50haであったが、

75haに拡大された）。25ha以下の面積へは基準支給額の50%を加算する制度は言及が

なく、維持されるであろう。 
②家畜飼養密度（大家畜単位の頭数／ha）に応じた手当額の区分（大家畜単位0.1単位未

満は不支給、適正密度（例えば、同左、0.1～1.2の範囲）では100%支給、飼養密度が

適正基準を超えると、一段階ないし二段階に分けて支給額が漸減される（例えば飼養

密度が1.2を超え2以下の場合、50%支給など） 
③最大飼養密度を超える場合、山岳地では70ユーロ／haを支給する。山岳地以外の地域

では不支給 
④飼養密度と漸減制度については、今後数カ月かけて検討する。全国基準とそれに準拠

する地域圏基準は農村振興計画文書に記載される 
⑤経営体の所在地により、支給額は差別化される。山岳地では、耕地面積の80％超が条

件不利地域に属すれば100%支給。同じく、50%から80%範囲では15%支給。同じく50%
未満なら9%支給。山岳地でない条件不利地域においては、耕地面積の80％超が条件不

利地域に属すれば100%支給。同じく80%以下なら不支給 
⑥農外所得基準を設け、兼業所得が大きい場合はICHNの支給対象外となる。山岳地では、

農外所得が最低賃金（フランスの最低賃金制度SMICによる）の2倍を超える場合は対

象外。同じく1～2倍なら面積基準に応じ減額支給。その他の兼業は100%支給。山岳地

以外の条件不利地域では、SMICの半額を超える兼業所得がある場合は、不支給。その

他の兼業では100%支給 
⑦羊と山羊経営については、羊と山羊の頭数が当該経営体の全家畜頭数（大家畜単位）

の50%を超える場合、山岳地ではICHNの10%加算、その他の条件不利地域ではICHN
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の30%加算。山岳地で、牛10頭、雌豚20頭あるいは豚100頭以上を混合飼養する経営体

にICHNの10%加算 
⑧単純条件不利地域と山麓地域での牛乳生産を新たにICHN受給対象とする。2016年か

ら100%支給 
⑨乾燥地でない山岳地の販売用作物栽培（穀物を含む）への25ユーロ／haの手当支給。

面積上限は50ha。 
乾燥した山岳地では穀物栽培面積が対象となり、50haまで198ユーロ／haを支給 

⑩（欧州委員会に拒否されたため）ICHN受給者の年齢制限はない。同じく、山岳地にお

いて、受給者の主たる所在地は条件不利地域内とする制限も適用されなくなる。 
⑪ICHNの支給対象最少面積は、牧草地については3ha、その他耕種では1ha 
⑫手続き簡素化のため、経営体の耕地面積の最小限度は定められない 
⑬家畜関連のICHNの受給可能最少頭数は大家畜単位で3単位 

 
捕食動物からの保護（同上 20条） ５-４-３-２-２ 

 
全国制度 
【目標】捕食動物から家畜を保護する 
【受益者】農業者、放牧組合 
【対象となる支出】囲いや夜間牧養場の設置、囲い場または小屋の建設、モバイル設備設

置、ヘリポート、脆弱性診断、田園診断、保護犬の訓練とフォローアップ、家畜番人の

研修と報酬、その他 
【支援のタイプ】補助金：捕食動物からの家畜の保護措置は、オオカミの存在で影響を受

ける地域に適用される。提示されている施策は、2013年までの施策の継続である。なお、

以下のような若干の現状対応が図られている。 
●あらゆる家畜飼養方法に施策を適応させる（簡易柵の牧養場、番人付き、またはそれ

らの混合形態） 
●保護計画の作成に県地域部（DDT： Directions départementales des territoires）（注

34）と共に畜産農家を参加させる 
●個々の家畜集団に適応するための弾力的実施 
●国立公園と国の自然保護区の特別の事情に配慮 
●捕食動物と保護に関する総合評価に立ってDDTが定める「保護強化」地帯における田

園支援施策への資金供給 
●保護施策を実施する際、畜産家に技術的支援を提供する 

 
（注 34）県地域部 DDT は、2010 年に、従来の県農業森林部（DDAF）、県施設部（DDE）、知事環境室

の 3 部局を統合して作られた県知事所管の機関であり、国の首相府に属する。省庁横断的機関で、持

続可能な開発の推進、自然災害予防、地域整備、建築許可等の業務を担う。 
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若手農業者の就農（農村振興規則第 19条） ５-４-３-２-３ 

 
全国制度 
【目標】農業における世代交代の促進 
【受益者】40歳未満、個人としてあるいは法人形態で初めて就農する者。知識と職業的能

力を持ち、企業計画を提出する者 
【支援のタイプ】若手農業者助成金（DJA）及び利子補給。同一の就農に対し助成額合計

は7万ユーロを超えてはならない。 
平地、条件不利地域、山岳地の3つの地理的範囲について全国レベルで決められる金額の範

囲で各地域圏がDJAの金額を決める。 
●DJAは全国レベルで定められる３つの基準に従って10％の加算が可能（加算率は地域圏

毎に決定）である。①非農家出身者の就農，②アグロエコロジ―・プロジェクト（5つ
の目標があり、それらは地域圏毎に決定）、③付加価値と雇用を生むプロジェクト（7
つの目標があり、地域圏県毎に決定）。これらの地域圏別基準は現在欧州委員会と調整

中である。 
●脆弱業界の振興、都市周辺のプロジェクトのような特別な課題に応えるための追加的適

応策の基準は、各地域圏で定められる。 
●就農支援の補完策として、若手農業者は、その他の施策、とくに投資助成について、助

成率の優遇を受けられる。 
●新規就農者の総所得の内、50%以上が当該農業経営による所得の場合は、あるいは、そ

れを実現できる見込みがある場合はDJAの全額を受給可能。同じく30%から50%の範囲

であれば、半額支給となる。 
 
 表V-22 DJA年支給額の範囲 （EUと仏農業省の合計負担額）    単位：ユーロ 

区域 平地 山岳地以外の条件不利地域 山岳地 

2015－2020年の最低額 8000 10,000 15,000 
2015－2020年の最高額 12,000 17,000 30,000 

出所）La France Agricole, 10/10/2014 
その他施策（19条）として、標準粗収益が12,000ユーロ未満の小経営への就農者に対し

ては、上限15,000ユーロの助成金制度があり、バス・ノルマンディー、イル・ド・フラン

ス、ポワトー・シャラント、ラングドック・ルシヨン、プロヴァンス・コートダジュール、

ローヌ・ザルプの地域圏が採用予定） 
 
 
 
 



第 V 部  2014-2020 年 CAP における直接支払い及び農村振興政策の選択状況（英独仏） 

― V－107 ― 

リスク管理手段 ５-４-３-２-４ 

 
リスク管理（同上、第36条から第39条） 
特別全国プログラム 
【目標】不順な気候ないし自然現象により被害を受けた農業者に補償する 
【受益者】農業者 
【支援タイプ】手当ないし補償金 
 
施策パッケージ「リスク」は新たなCAPにおいても継続する。収穫保険、衛生・環境共

済基金と並んで、今度は、はじめて、所得安定手段が出現する。EUは、リスク問題での新

たな支援政策に一歩踏み出した。アメリカのリスク管理手段による挑戦を受けてであるこ

とは確かで、EUは2020年以降のCAPの方向性を鮮明に打ち出した。 
 もう一つの重要な新機軸：これらの手段の資金調達メカニズムは第2の柱の中で、大きく

変わった。EUが進めたのは予算の弾力性強化である。それにより、資金調達で「リスクが

発生しなかった」年の財源を次年度以降に持ち越すことが可能となる。 
この施策パッケージの中で、フランスは収穫保険と共済基金を選択した。この二つの手

段は第68条に基づき既に設けられている。財政的には、直接支払い額の1.33％を徴収する

ことで、ファイナンスされることになろう。（つまり、第1の柱から第2の柱への移転）。そ

れはEUの資金負担の約1億ユーロに当たる。 
フランスによる共同資金負担（移転の場合は義務的ではない）は未だ明確ではない。し

かし、農相は、現在の7500万ユーロの予算に替えて、収穫保険に1億ユーロの予算を当てる

と約束した。したがって、現在の4000万ユーロの共済基金への資金提供を継続するための

国の追加的予算が必要となる。 
以上の解説は『農村会議所』第1037号（2014年10月1日時点の情報）のものだが、新た

なリスク管理制度の具体的姿については未だ流動的である。従来の全国際自然災害基金

（Fonds national de garantie des calamités agricoles）は大規模畑作やブドウ作部門は救

済の対象外であった。また、既存の気候変動マルチリスク保険への加入も大規模畑作経営

の3割程度、ブドウ畑の15％しかカバーしていなかった（2011年、フランス保険会社連盟調

べ）。 
こうした現状に対し、現農相が目指すのは、できるだけ幅広い農業者が低い保険料負担

で参加できる制度、災害による損失に対する全額補償ではなく、経営再建を可能とする保

険金支払いを目的とする、共済理念に立った収穫保険制度の創設であり、これは試行期間

を経て2015年末には具体策が提案される予定である。気候保険に対しEUは8000万ユーロ、

国の補助金を合わせて１億ユーロが当てられる予定である。 
こうした方向で、保険会社Groupamaは今春から多角的リスク収穫保険を組込んだ「基本

保険」を販売することを決めた。また、生産費をカバーする保険金という農相の考えに反
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対して、これまでのように収穫保険は65％を国が補助すべきだとのFNSEAとの主張が報道

されている（la France Agricole, 17.02.2015 電子版） 
 
５-４-３-３ 二重の意味で完成度の高い農業に向けて 
 

有機農業助成（農村振興規則第 29条） ５-４-３-３-１ 

 
全国制度 
【目標】有機農業を行う経営体を増加させ、維持する 
【受益者】農業者および生産者集団 
【援助のタイプ】5ないし7年間の契約を結んでいる有機農用地面積1haあたりの助成金 

有機農業助成は、転換助成金、維持助成金を合わせたもの。助成金は５年間から7年間

の契約期間について、農用地面積あたりで支払われる。 
転換助成金の対象面積は、有機農業への転換過程にある面積（初年度、第二年度）で

あり、維持助成金は、有機農業仕様書を遵守して経営される面積全体に対し払われる。

最低面積の制限はない。 
 
この二つのタイプの助成金へのアクセス条件は次のとおりである。 
●有機農業仕様書の遵守 
●有機農業への取り組み申請前に、有機農業機構Agence Bioへ登録する 
●牧草地1ha当たり大家畜単位0.2頭の最低飼養密度 
●転換過程の家畜または転換済みで3年目以降の有機家畜 

 
農業・林業でのインフラへの助成（同上第 17条） ５-４-３-３-２ 

 
【目標】農業・林業経営の発展のため必要なインフラの展開 
【受益者】農業者、森林地主、地方自治体、サンディカ団体 
【対象となる支出】森林の連絡路整備、農業地帯の灌漑およびその予備研究 
【支援のタイプ】一般的には補助金、特定の地域圏では、返済を要する融資、利子補給、

債務保証、あるいは「投資基金」（ 我が国の、組合または投資事業有限責任組合などの

法形式をとった事業型ファンドに相当）への参加の形をとる。 
 

農業経営への投資（同上、第 17条） ５-４-３-３-３ 

 
【目標】農業経営の競争力と持続可能性の改善 
【受益者】農業者と生産者集団 
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【対象となる支出】建設、建物の拡張および刷新、生産および収穫を助ける機械・施設、

機材購入、畜産排せつ物の管理のための投資、汚染削減のための投資、省エネ、その他 
【援助のタイプ】一般的に補助金、特定の地域では、返済を要する融資、利子補給、債務

保証、あるいは投資基金への参加の形をとる。 
FEADERの共同負担は、環境、気候変動の抑制および気候変動への適応を目的とする

投資に対しては、上限は75％。その他公的助成に対しては、上限は40％だが、若手農業

者、新規就農者、複数の施策（28条、29条、32条）に取り組む集団的投資に対しては、

20％の加算が可能。地域圏によって、公的助成の60％から90％の幅がある。 
 

農業生産につながらない投資（同上、17条） ５-４-３-３-４ 

 
【目標】生物多様性と生息地の保全関連の投資を支援 
【受益者】農業者、土地所有者、協同組合、サンディカ団体、地方自治体 
【対象となる支出】田園管理、水辺植物の維持、生垣植栽、散水機の薬剤積載と洗浄場所、

農薬水の処理装置、その他、 
【支援のタイプ】一般的には補助金、特定の地域圏では、返済を要する融資、利子補給、

債務保証、あるいは投資基金への参加の形をとる。公的助成の限度額は100％ 
 

農業環境気候施策（MAEC）（同上、第 28条） ５-４-３-３-５ 

 
全国制度 
【目標】環境と気候に好ましい貢献をする農業慣行を維持し、必要な変革を促すこと 
【受益者】農業者および農業者グループ 
【援助のタイプ】5年から7年にわたる契約を基本とする年払い 

2014年から2020年までの農業環境気候施策（MAEC）には、「システム」、「遺伝子的生

物多様性」、「水問題と生物多様性」という３つのタイプがある。 
①MAEC「システム」は以下のような区別がある、 
●MAEC「草地および田園システム」は、田園の面積と永年草地の良好な管理の確保、ア

グロエコロジー均衡の保全を目標とする 
●MAEC「田園の集団的一体性」の目的は、アルプスの移牧、ピレネーの移牧、沼沢、地

中海域の産地の高い環境的価値を有する自然空間の放牧による管理を確保すること 
●MACE「大規模畑作システム」その目標は、経営システム全体についての慣行の持続可

能な変革と、長期的に環境調和性の改善によりそうことである 
●MAEC「複合畑作・畜産」は、飼料自立性の改善を含め、畜産現場と畑作現場の相互作

用の改善を目指す経営発展を進める。また、複合畑作・畜産経営の存立が脅かされてい

る地帯で、作業現場間の高いレベルの相互作用により経営の維持を促す 
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②MAEC「遺伝子的生物多様性」に施策は次の通りである、 
●養蜂：フランス自生のミツバチの受粉力の改善 
●絶滅危惧種の保護 
●植物資源の保護 

③MAEC「水問題と生物多様性」はNatura2000区域、水枠組み指令の重点地域を対象とす

る。 
 
≪MAECの実施≫ 

地域圏介入戦略は、各地域圏の農村振興計画PRDRに記されている。それは、優先的な活

動地域、活用すべきMAEC施策のタイプ、割り当てられる資金額を定める。農業環境気候

プロジェクト（PAEC）が実施者により提案される。実施者は農業会議所でもありうる。

PAECには当該地域の診断（課題、農業慣行、すでに取り組まれた活動の評価）、その地域

で実施すべきMAEC施策の提示、対象面積の数値表示の契約化目標、契約期間の5年を超え

た後の展望が含まれる。PAECは、農業・環境・気候地域圏委員会（CRAEC）により選抜

される。PAECは幾つもの地域圏において準備の過程にある。その目標は、2015年に最初の

MAEC施策の契約を結ぶことにある。 
 
５-４-３-４ 森林の経営と維持にむけて 
 

林業施策（同上、21 条から 26条、34条） ５-４-３-４-１ 

 
林業部門に特別に向けた6つの施策がある。 
●植林と林野面積の拡大 
●アグロ・フォレストリーの実現 
●自然災害に起因する被害の予防と復興 
●林野の適応力と森林のエコシステムの環境的価値を改善する投資 
●林業技術、木材加工、利用、商品化に向けた投資 
●林業の環境、気候への寄与 

 研修、インフラ助成などの対策も、林業部門に役立つ。たとえば林道への資金提供など。 
 
５-４-３-５ 地域において積極的役割を果たす農業に向けて 
 

加工、販売への投資、農産品の開発（農村振興規則第 17条） ５-４-３-５-１ 

 
【目標】農産物加工販売関連の投資への支援 

【受益者】農業者、農業者グループ、食品産業 
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【対象となる支出】建設、整備、機材、実現可能性研究 

【援助のタイプ】一般的に補助金、特定の地域では、返済を要する融資、利子補給、債務

保証、あるいは投資基金への参加の形をとる。 

 
農業以外の活動の創出と発展（同上、第 19条） ５-４-３-５-２ 

 
【目標】農業経営における多角化、農村地帯での農業以外の活動の振興 
【受益者】農業者、農業者世帯のメンバー、農村地帯の零細・小企業 
【対象となる支出】宿泊、農家民宿、教育農場、余暇活動、中でも、乗馬、木材の第一次、

第二次加工産業の設立、メタノール製造所の設立、その他、 
【援助のタイプ】一般的に補助金、特定の地域では、融資あるいは債券発行による 
 

協力施策（同上、第 35条） ５-４-３-５-３ 

 
【目標】短経路流通、ローカル市場、水管理、再生可能エネルギー、森林管理計に関連す

る事業、その他の振興に関係する集団的プロジェクトの実現と活性化の促進 
【受益者】農業、食品産業、林業、農村部門の幅広い主体 
【対象となる支出】地域の集団的プロジェクト構築に向けての活動費、プロジェクトの運

用、普及費 
【援助のタイプ】補助金 
 
５-４-３-６ 魅力的な農村地域に向けて 
 

基本サービスと農村の刷新（同上、20条） ５-４-３-６-１ 

 
【目標】農村地帯での、活動とサービス、インフラの創出と維持を支援する 
【受益者】地域社会、団体、公的機関、農業・地域商工業・手工業の各会議所（chambres  
consulaires ） 
【対象となる支出】Natura2000目標文書の作成または見直し、Natura2000とMAEC対象

地域の活性化、コミューンの振興戦略の作成、エネルギー刷新事業、廃棄物リサイクル

施設、自転車専用レーン、ヴィデオ会議、在宅勤務、ブロードバンド接続、健康サービ

ス開設と拡大、「公共サービスの家」（農村地域などで、郵便、電気、ガスなどの公共サ

ービスを集約・運営する新制度）、保育園、観光宿泊施設の設置と刷新 
【援助のタイプ】補助金 
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LEADER（Liaison entre Actions de Développement de l'Economie Rurale：５-４-３-６-２ 

農村経済振興活動連携） 

 
【目標】地域の持続可能で総合的な振興戦略の作成と地域間の協力の促進（注35） 
【受益者】地元活動グループ（GAL：groupes d’action local）） 
【対象となる支出】 
●地元の諸主体の研修、ネットワーク化など、地元の振興戦略の実現を目指す準備への支  
援 
●GALが作成した地元の振興戦略の事業の実施 
●GALの協力活動の準備と実施 
●地元の振興戦略の実施に関連する運営や活性化の経費 

【援助のタイプ】補助金 
注意：農村振興計画（PDR）においてGALの戦略のために提案されたテーマは以下の通り 
●インターネット利用を拡大し、農村地域の魅力を広げ、活力を増す 
●グリーンな成長、エコロジー転換、自然遺産の保存 
●循環経済、近隣経済、社会的、連帯的経済 
●地産地消 
●エネルギー転換 

 
（注 35）この項目に限らず、農村振興の空間的概念に関して、フランスの公文書では、従来の行政的区分

である、地域圏、県、小郡、コミューンとは違う、テリトワール（trritoire）という表現が用いられる

ことが多くなっている。地方分権化が進んでいるフランスでは、この表現を用いることに意味がある

と思われるが、わが国では馴染みがないので、ここでは、「地域」という訳語をあてている。 
 
５-４-３-７ フランス農村ネットワーク 
 
全国特別プログラム 

EU規則は農村振興欧州ネットワーク運用を定めている。それが、各国レベルで具体化さ

れる。このネットワークは農村振興に関わる全ての主体を結びつける。 
今後のフランスのネットワークの目標と運用は、全国特別プログラムの中で定義される。

農村ネットワークの活動は「FEADERの技術支援」分野から資金供給を受ける。 
フランスの農村ネットワークには次の目標がある： 
●農村振興政策の実施に利害関係者の参加を増やす 
●一般の人びとと潜在的受給者に、農村振興政策と資金提供の可能性について周知 
●農村振興プログラムの実施の質を改善する 
●農業、食品製造業、林業部門における、また、農村地帯における技術革新を促進する 
このネットワークは、農業省と地域間平等庁CGET（Commissariat général à l’égalité 
des territoires）フランス地域圏協会（ARF）により共同運営される。 
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以上は、主に、『農業会議所』第1037号の第2の柱特集記事の内容である。ここに示され

た諸施策を、今次CAP改革からは、地域圏が自ら選択し、それを地域圏農村振興計画にま

とめる作業が進行している。これらの振興計画案は2014年の前半には欧州委員会に送付さ

れ、調整に入った。しかし、この調整作業が長引いて最終決定は2015年9月にずれ込むこと

が予想されている。 
因みに、欧州委員会によると、2015年1月の時点で、フランス本土の地域圏で最終決定を

みたPRDRは存在しない（European Commission - Press release 、A  further 18 Rural 
Development Programmes get green light、Brussels, 13 February 2015）。 
なお、フランス本土の各地域圏農政部（DRAAF :のホームページでは、地域圏が作成し、

欧州委員会に提出したPRDR案をみることができる。 
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