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第１章 はじめに 

 

 令和３年２月、農林水産省の職員とフードシステムに関する研究者の有志により、次に掲げる設立趣旨を

もって「地域食料ビジョン研究会」を設立した。 

地域食料ビジョン（仮称）研究会の設立について（抄） 
２ 地域食料ビジョン（仮称）の背景と趣旨 

人口減少、食料の生産能力の低下、消費者に届ける力の衰えとともに、都市圏では経済格差など

の進行のなかで自らの食料システムをどのように構築するかの検討が遅れており、これまでの食料

供給システムを見直し、変化に対応する食料システムのあり方を検討し、地域食料ビジョン（仮

称）として明らかにしていくことが望ましい。この場合、 

① これまでのように都市部に食料を送ればよいという状況下にはなく、都市部もこれまで通り

豊富な供給が望めるかは分からない。各地域で農林水産物や食品が消費者に届くまでの供給を

考える必要がある。都市と農村（産地）とは相互に結びつきを再構築することが必要になる。 

② 一方で、農村部はもとより都市部においても、多様で安全かつ質の良い食品を十分に届ける

機能などは、市場原理だけでは解決できない問題であり、公的セクターの役割も重要。公的セ

クターは、生産を支援する産業振興政策にとどまらず、消費者対策も検討する必要がある。 

ことも配慮し、各地域で、関係者が十分な議論を基に、食料の生産・消費者への供給（流通・販

売）・輸出に係るビジョンを作成する。 

設立趣旨に即して、研究会の具体的活動内容は、①地域のフードシステムをめぐる現状と課題、②それに

対する自治体の対応状況、②諸外国における地域のフードシステムに関する取り組みおよび政策に関する調

査研究の３点とした。 

地域のフードシステムおよびそれに対する自治体の対応の実態把握については、対象地域を、①京都市、

②神戸市、③洲本市とし、３市の地方自治体の関係部局や卸売市場関係者へのヒアリングを行った。（第３

章） 

また、農林水産省から公益財団法人流通経済研究所に業務を委託し、経済センサスや中小企業実態基本調

査を２次利用にて組換集計を行うことで地域の食品産業の動態等を調査するとともに、調査対象地域におけ

る食品事業者のヒアリングを行った。（地域の食品産業の動態は第２章） 

諸外国における地域圏のフードシステムに関する調査研究については、フランスの「地域圏食料プロジェ

クト」の事例研究を行った。（第４章） 

最後に、以上の調査をもとに、日本において地域圏のフードシステムの見直しと強化を図ろうとしたとき

に、どのような課題があり、取り組みを進めるためにはどのような方策が考えられるかを検討した。（第 5

章） 
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 本報告書は上記調査検討内容をとりまとめたものである。本調査をきっかけに、我が国においても、地域

圏のフードシステムを強化するための自発的な取組が自治体を中心にして全国各地で始めることを期待す

る。 

 なお、本調査に当たり、ヒアリング等に御協力いただいた京都市・神戸市・洲本市の地方自治体関係部

局、卸売市場関係者、食品事業者の皆様に厚く御礼を申し上げたい。 

 

令和４年４月 

     地域食料ビジョン研究会 会員一同  
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第２章 経済統計からみた地域の食品産業の動向 

第 1節 地域の食文化の多様性に関わる業種の動向 

 

１． 分析概要 

京都市、神戸市、洲本市の各地域における食文化の多様性に関わる業種の動向を把握するため、経済セン
サス活動調査の分析を行った。当初は、2009年、2012年、2016年の 3時点の比較を想定していたが、2009
年は統計データの区分が他の 2年と異なっており、比較が困難であることから、2012年と 2016年の 2時点
における比較とした。 
また、京都市及び神戸市では、産業分類の細分類単位により分析を行ったが、事業所数が 10 未満の業種

は企業が特定される可能性があるためデータ使用の許諾が得られなかったことから、京都市と神戸市の細分
類として掲げられた業種は一致しない。市内に所在する事業所数の少ない洲本市では、使用できない細分類
データが多かったため、小分類単位で分析を行った。なお、業種別事業者数及び従業員数の推移については、
地域全体の傾向を網羅的に把握するために、すべての業種のデータを使用することができない細分類（又は
小分類）ではなく、中分類で分析を行った。そのため、各地域の細分類（又は小分類）の合計値は中分類の
値とは一致しない。 
 

２． 京都市 

業種別事業者数及び従業員数の推移（表１） 
中分類でみたとき業種別事業所数はすべての業種で減少した。他方、従業員数は、食料品製造業、飲食料

品卸売業、飲食店・持ち帰り・配達飲食サービス業は減少し、飲食料品小売業は増加した。1 事業所当たり
の従業員数は、飲食料品小売業でやや増加したが、他はほとんど変わらない。 
 
表 1 京都市の業種別事業所数・従業員数（中分類） 

産業中分類 
事業所数（箇所） 従業員数（人） 1事業所当たり従業員数（人） 

2012年 2016年 増減 2012年 2016年 増減 2012年 2016年 増減 

食料品製造業 650 609 -6.3% 13,702  12,845  -6.3% 21.1  21.1  0.0  

飲食料品卸売業 973 952 -2.2% 11,968  11,784  -1.5% 12.3  12.4  0.1  

飲食料品小売業 4,678 4,472 -4.4% 45,500  47,334  4.0% 9.7  10.6  0.9  

飲食店・持ち帰り・配達飲食サービス業 10,091 9,778 -3.1% 81,536  77,266  -5.2% 8.1  7.9  -0.2  

出所：経済センサス活動調査を基に作成。 
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食料品製造業（表 2） 
「パン」「ビスケット類・干菓子」「その他調味料」の増加が目立った一方で、「めん類」「野菜漬物」「豆腐・

油揚」等が減少した。漬物、豆腐等の京都の伝統的食品の生産量が減少している可能性がある。 
 

表 2 京都市の食料品製造業の事業所数の推移（細分類） 

 
出所：経済センサス活動調査を基に作成。 
 
飲食料品卸売業（表 3） 
「砂糖・味そ・しょう油」「その他の農畜産物・水産物」「乾物」は大きく減少し、「雑穀・豆類」「生鮮魚

介」も減少したが、それ以外の品目では２桁増加したものが多く、特に「野菜」は大きく増加した。砂糖・
味そ・しょう油、乾物といった、京都の伝統食に用いられる食材の供給量が減少している可能性がある。 

 
表 3 京都市の飲食料品卸売業の事業所数の推移（細分類） 

出所：経済センサス活動調査を基に作成。 
 

2012 2016 増減数 増減割合
その他の水産食料品製造業 34 32 -2 -5.9%
野菜漬物製造業 30 25 -5 -16.7%
その他の調味料製造業 10 11 1 10.0%
パン製造業 13 16 3 23.1%
生菓子製造業 106 96 -10 -9.4%
ビスケット類・干菓子製造業 28 32 4 14.3%
米菓製造業 25 27 2 8.0%
その他のパン・菓子製造業 40 36 -4 -10.0%
めん類製造業 33 27 -6 -18.2%
豆腐・油揚製造業 34 30 -4 -11.8%
そう（惣）菜製造業 25 27 2 8.0%
すし・弁当・調理パン製造業 14 14 0 0.0%
他に分類されない食料品製造業 70 62 -8 -11.4%

事業所数
産業細分類産業中分類

食料品製造業

2012 2016 増減数 増減割合
米麦卸売業 15 17 2 13.3%
雑穀・豆類卸売業 17 16 -1 -5.9%
野菜卸売業 90 120 30 33.3%
果実卸売業 30 35 5 16.7%
食肉卸売業 72 76 4 5.6%
生鮮魚介卸売業 159 152 -7 -4.4%
その他の農畜産物・水産物卸売業 52 39 -13 -25.0%
砂糖・味そ・しょう油卸売業 19 10 -9 -47.4%
酒類卸売業 36 41 5 13.9%
乾物卸売業 48 36 -12 -25.0%
菓子・パン類卸売業 58 65 7 12.1%
飲料卸売業（別掲を除く） 16 18 2 12.5%
茶類卸売業 25 27 2 8.0%
牛乳・乳製品卸売業 21 25 4 19.0%
その他の食料・飲料卸売業 137 173 36 26.3%

産業中分類

飲食料品卸売業

産業細分類
事業所数
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飲食料品小売業（表 4） 
「鮮魚」「酒」「米穀類」「料理品」がかなり減少し、「食肉（卵、鳥肉除く）」「その他」も減少した。他方、

特に「コンビニエンスストア」「パン」「パン」（製造小売）が、さらに「菓子」（製造小売）「卵、鳥肉」「各
種食料品」（食品スーパーマーケット）の増加が大きい。「鮮魚」小売が大きく減少したことから魚食が減っ
ている可能性があるが、「乾物」「茶類」「豆腐・かまぼこ等」が増えていることから、地域の伝統的な食が減
少一方であるとも言い切れない。統計からはわからないが、地域食品スーパーマーケットの伝統的な食品の
売り場も広い。 
 
表 4 京都市の飲食料品小売業の事業所数の推移（細分類） 

 
出所：経済センサス活動調査を基に作成。 
 
  

2012 2016 増減数 増減割合
各種食料品小売業 267 315 48 18.0%
野菜小売業 121 120 -1 -0.8%
果実小売業 51 57 6 11.8%
食肉小売業（卵，鳥肉を除く） 140 128 -12 -8.6%
卵・鳥肉小売業 41 50 9 22.0%
鮮魚小売業 224 166 -58 -25.9%
酒小売業 587 497 -90 -15.3%
菓子小売業（製造小売） 423 523 100 23.6%
菓子小売業（製造小売でないもの） 219 230 11 5.0%
パン小売業（製造小売） 152 197 45 29.6%
パン小売業（製造小売でないもの） 24 39 15 62.5%
コンビニエンスストア 361 623 262 72.6%
牛乳小売業 80 80 0 0.0%
飲料小売業（別掲を除く） 81 93 12 14.8%
茶類小売業 99 115 16 16.2%
料理品小売業 316 276 -40 -12.7%
米穀類小売業 234 195 -39 -16.7%
豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 150 171 21 14.0%
乾物小売業 30 35 5 16.7%
他に分類されない飲食料品小売業 209 202 -7 -3.3%

産業中分類

飲食料品小売業

産業細分類
事業所数
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飲食店・持ち帰り・配達飲食サービス業（表 5） 
ほとんどの品目で減少し、特に「料亭」、さらに「中華料理店」「ラーメン店」「持ち帰り飲食サービス」は

大きく数を減らしている。 他方、増加したのは、「配達飲食サービス業」「酒場、ビヤホール」「日本料理店」
「焼肉店」「ハンバーガー店」に限られる。 
 
表 5 京都市の飲食店・持ち帰り・配達飲食サービス業の事業所数の推移（細分類） 

 

出所：経済センサス活動調査を基に作成。 
 
 
京都市まとめ 
京都市の食品産業事業所数の変化から示唆されることは、京都の伝統的食品や食材の製造や卸売の事業所

は減少しているが、小売は増えており、事業所の規模が分からないこともあり、供給量の増減については一
概にいえないということである。また、野菜をはじめ食材を供給する卸の増加、食料品スーパーマーケット
の増加もあり、野菜その他の食材の供給は増加している可能性が高い。消費の形態を類推させることとして
は、配達サービスは増えているが、それ以上に持ち帰り飲食サービスが減少しており、かつ食品スーパーマ
ーケットが増えているので、必ずしも簡便化傾向にあるとはみられない。飲食店の多くが減少していること
から、外食が減少している可能性はある。 

 
  

2012 2016 増減数 増減割合
主として管理事務を行う本社等 24 36 12 50.0%
食堂，レストラン（専門料理店を除く） 797 727 -70 -8.8%
日本料理店 1228 1287 59 4.8%
料亭 41 11 -30 -73.2%
中華料理店 265 177 -88 -33.2%
ラーメン店 224 170 -54 -24.1%
焼肉店 247 256 9 3.6%
その他の専門料理店 329 303 -26 -7.9%
そば・うどん店 499 476 -23 -4.6%
すし店 302 273 -29 -9.6%
酒場，ビヤホール 1281 1380 99 7.7%
バー，キャバレー，ナイトクラブ 1280 1043 -237 -18.5%
喫茶店 1743 1620 -123 -7.1%
ハンバーガー店 76 77 1 1.3%
お好み焼・焼きそば・たこ焼店 510 453 -57 -11.2%
他に分類されない飲食店 106 97 -9 -8.5%
持ち帰り飲食サービス業 165 138 -27 -16.4%
配達飲食サービス業 449 504 55 12.2%

産業細分類
事業所数

飲食店・持ち帰り・
配達飲食サービス
業

産業中分類
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３． 神戸市 

 
業種別事業者数及び従業員数の推移（表６） 
業種別事業所数は、すべての業種で減少した。従業員数及び 1事業所当たりの従業員数はすべての業種で

増加した。 
 
表 6 神戸市の業種別事業所数・従業員数（中分類） 

産業中分類 
事業所数（箇所） 従業員数（人） 1事業所当たり従業員数（人） 

2012年 2016年 増減 2012年 2016年 増減 2012年 2016年 増減 

食料品製造業 429 422 -1.6% 50,998  52,140  2.2% 118.9  123.6  4.7  

飲食料品卸売業 1028 962 -6.4% 11,492  11,553  0.5% 11.2  12.0  0.8  

飲食料品小売業 3884 3662 -5.7% 39,506  40,587  2.7% 10.2  11.1  0.9  

飲食店・持ち帰り・配達飲食サービス業 11750 11432 -2.7% 76,704  76,821  0.2% 6.5  6.7  0.2  

出所：経済センサス活動調査を基に作成。 
 
 
食料品製造業（表７） 
「生菓子」「パン」「その他のパン・菓子」が増加した一方で、「そう（惣）菜」「めん類」で減少傾向が顕

著である。 
 
表 7 神戸市の食料品製造業の事業所数の推移（細分類） 

 
出所：経済センサス活動調査を基に作成。 
 
  

2012 2016 増減数 増減割合
その他の水産食料品製造業 22 20 -2 -9.1%
パン製造業 17 21 4 23.5%
生菓子製造業 31 42 11 35.5%
ビスケット類・干菓子製造業 28 25 -3 -10.7%
その他のパン・菓子製造業 18 19 1 5.6%
めん類製造業 32 26 -6 -18.8%
冷凍調理食品製造業 10 10 0 0.0%
そう（惣）菜製造業 23 17 -6 -26.1%
他に分類されない食料品製造業 53 47 -6 -11.3%
清酒製造業 17 17 0 0.0%

産業中分類 産業細分類
事業所数

食料品製造業



8 
 

飲食料品卸売業（表８） 
「米麦」「乾物」「その他」が増加した一方、他のほとんどの品目で減少した。特に「その他の農畜産物・

水産物卸売業」は大きく減少した。 
 

表 8 神戸市の飲食料品卸売業の事業所数の推移（細分類） 

 
出所：経済センサス活動調査を基に作成。 
 
飲食料品小売業（表９） 
「料理品」「豆腐・かまぼこ等加工食品小売業」「米穀類」「卵、鳥肉」「鮮魚」「酒」「乾物」が大きく減少

し、他方、「コンビニエンスストア」「パン」「菓子」「牛乳」 が大きく増加した。専門店が減少し、コンビニ
エンスストアが増加していることから、地域の伝統的な食品の供給量が減少している可能性がある。 

 
表 9 神戸市の飲食料品小売業の事業所数の推移（細分類） 

 
出所：経済センサス活動調査を基に作成。 

2012 2016 増減数 増減割合
米麦卸売業 16 21 5 31.3%
雑穀・豆類卸売業 27 27 0 0.0%
野菜卸売業 114 106 -8 -7.0%
果実卸売業 48 45 -3 -6.3%
食肉卸売業 106 104 -2 -1.9%
生鮮魚介卸売業 114 105 -9 -7.9%
その他の農畜産物・水産物卸売業 62 46 -16 -25.8%
酒類卸売業 35 32 -3 -8.6%
乾物卸売業 37 46 9 24.3%
菓子・パン類卸売業 56 54 -2 -3.6%
飲料卸売業（別掲を除く） 24 21 -3 -12.5%
茶類卸売業 19 18 -1 -5.3%
牛乳・乳製品卸売業 20 18 -2 -10.0%
その他の食料・飲料卸売業 157 181 24 15.3%

産業中分類 産業細分類
事業所数

飲食料品卸売業

2012 2016 増減数 増減割合
主として管理事務を行う本社等 10 20 10 100.0%
各種食料品小売業 250 247 -3 -1.2%
野菜小売業 123 124 1 0.8%
果実小売業 61 58 -3 -4.9%
食肉小売業（卵，鳥肉を除く） 129 135 6 4.7%
卵・鳥肉小売業 43 35 -8 -18.6%
鮮魚小売業 148 122 -26 -17.6%
酒小売業 530 463 -67 -12.6%
菓子小売業（製造小売） 215 274 59 27.4%
菓子小売業（製造小売でないもの） 153 192 39 25.5%
パン小売業（製造小売） 157 205 48 30.6%
パン小売業（製造小売でないもの） 19 18 -1 -5.3%
コンビニエンスストア 289 529 240 83.0%
牛乳小売業 40 46 6 15.0%
飲料小売業（別掲を除く） 81 85 4 4.9%
茶類小売業 60 64 4 6.7%
料理品小売業 320 296 -24 -7.5%
米穀類小売業 173 124 -49 -28.3%
豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 103 67 -36 -35.0%
乾物小売業 42 37 -5 -11.9%
他に分類されない飲食料品小売業 186 187 1 0.5%

産業細分類
事業所数

飲食料品小売業

産業中分類
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飲食店・持ち帰り・配達飲食サービス業（表 10） 
ほとんどの品目で減少しており、増加したのは「配達飲食サービス業」「焼肉店」「酒場・ビヤホール」に

限られる。 
 
表 10 神戸市の飲食店・持ち帰り・配達飲食サービス業の事業所数の推移（細分類） 

 
出所：経済センサス活動調査を基に作成。 
 
 
神戸市まとめ 
神戸市の食品産業事業所数の変化からみると、専門店、食品スーパーマーケットが減少し、コンビニエン

スストアが著しく増加し、食材を扱う事業所が減少していることから、家庭調理が減少していることが類推
される。しかし、その一方、配達飲食サービス業は増えているものの、惣菜製造業、持ち帰り飲食サービス
や多くの飲食店は減少しているので、一概にはいえない状態にある。 

 
 
  

2012 2016 増減数 増減割合
主として管理事務を行う本社等 12 25 13 108.3%
食堂，レストラン（専門料理店を除く） 634 574 -60 -9.5%
日本料理店 767 754 -13 -1.7%
中華料理店 440 276 -164 -37.3%
ラーメン店 183 134 -49 -26.8%
焼肉店 286 311 25 8.7%
その他の専門料理店 410 384 -26 -6.3%
そば・うどん店 399 336 -63 -15.8%
すし店 336 282 -54 -16.1%
酒場，ビヤホール 1,815 1,947 132 7.3%
バー，キャバレー，ナイトクラブ 2,577 2,406 -171 -6.6%
喫茶店 1,866 1,709 -157 -8.4%
ハンバーガー店 79 73 -6 -7.6%
お好み焼・焼きそば・たこ焼店 680 611 -69 -10.1%
他に分類されない飲食店 102 81 -21 -20.6%
持ち帰り飲食サービス業 207 172 -35 -16.9%
配達飲食サービス業 329 436 107 32.5%

産業中分類 産業細分類
事業所数

飲食店・持ち帰り・
配達飲食サービス
業
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４． 洲本市 

 
業種別事業者数の推移（表 11） 
事業所数は 4業種すべてで減少した。従業員数は、飲食店・持ち帰り・配達飲食サービス業では増加した

が、食料品製造業、飲食料品卸売業及び飲食料品小売業では減少した。1 事業所当たりの従業員数は、飲食
料品卸売業では減少し、食料品製造業も微減であり飲食料品小売業及び飲食店・持ち帰り・配達飲食サービ
ス業では微増した。 
 
表 11 洲本市の業種別事業所数・従業員数（中分類） 

産業中分類 
事業所数（箇所） 従業員数（人） 1事業所当たり従業員数（人） 

2012年 2016年 増減 2012年 2016年 増減 2012年 2016年 増減 

食料品製造業 28 27 -3.6% 203 192 -5.4% 7.3  7.1  -0.1 

飲食料品卸売業 52 45 -13.5% 444 331 -25.5% 8.5  7.4  -1.2 

飲食料品小売業 157 146 -7.0% 880 850 -3.4% 5.6  5.8  0.2 

飲食店・持ち帰り・配達飲食サービス業 303 294 -3.0% 1,288 1,340 4.0% 4.3  4.6  0.3 

 
 
食料品製造業（表 12） 
「畜産食料品」「野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品」「精穀・製粉」「動植物油脂」が増加した一方で、

「水産食料品」「調味料」「パン・菓子」が減少した。 
 
表 12 洲本市の食料品製造業の事業所数の推移（小分類） 

 

出所：経済センサス活動調査を基に作成。 
 
 

2012 2016 増減数 増減割合
管理，補助的経済活動を行う事業所 0 -
畜産食料品製造業 10 10 -
水産食料品製造業 11 1 -10 -91%
野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 3 3 -
調味料製造業 4 -4 -100%
糖類製造業 0 -
精穀・製粉業 3 3 -
パン・菓子製造業 3 -3 -100%
動植物油脂製造業 9 9 -
その他の食料品製造業 10 1 -9 -90%

産業小分類
事業所数

産業中分類

食料品製造業
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飲食料品卸売業（表 13） 
「農畜産物・水産」「食料・飲料」ともに減少した。次項の小売業の減少と連動している可能性がある。 

 
表 13 洲本市の飲食料品卸売業の事業所数の推移（小分類） 

 

出所：経済センサス活動調査を基に作成。 
 
 
飲食料品小売業（表 14） 
「菓子・パン」は増加しているが、「各種食料品」「野菜・果実」「鮮魚」が減少した。専門店と各種食品小

売（食品スーパーマーケット）の両方が減少していることから、市内において、食料全般の供給量が減少し
ている可能性がある。 
 
表 14 洲本市の飲食料品小売業の事業所数の推移（小分類） 

 
出所：経済センサス活動調査を基に作成。 
  

2012 2016 増減数 増減割合
管理，補助的経済活動を行う事業所 1 1 -
農畜産物・水産物卸売業 31 29 -2 -6%
食料・飲料卸売業 21 16 -5 -24%

飲食料品卸売
業

産業中分類 産業小分類
事業所数

2012 2016 増減数 増減割合
管理，補助的経済活動を行う事業所 1 1 -
各種食料品小売業 18 12 -6 -33%
野菜・果実小売業 19 14 -5 -26%
食肉小売業 9 9 0 0%
鮮魚小売業 12 5 -7 -58%
酒小売業 22 22 0 0%
菓子・パン小売業 27 36 9 33%
その他の飲食料品小売業 50 48 -2 -4%

飲食料品小売
業

産業中分類 産業小分類
事業所数
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飲食店・持ち帰り・配達飲食サービス業（表 15） 
「食堂、レストラン」「酒場・ビヤホール」「配達飲食サービス業」「専門料理店」が増加し、「その他の飲

食店」「持ち帰り飲食サービス業」が大きく減少した。飲食店の業態転換が進んでいる可能性がある。 
 
表 15 洲本市の飲食店・持ち帰り・配達飲食サービス業の事業所数の推移（小分類） 

 

出所：経済センサス活動調査を基に作成。 
 
 
洲本市まとめ 
洲本市の食品産業事業所数の変化から考えられることは、専門店と食品スーパーマーケットの両方が減少

し、飲食料品卸売も減少していることから、市内において、食料全般の供給量が減少している可能性がある。
一方、食堂・レストラン、専門店が増加していることから、外食が増えている可能性がある。 
  

2012 2016 増減数 増減割合
管理，補助的経済活動を行う事業所 1 -1 -100%
食堂，レストラン（専門料理店を除く） 22 30 8 36%
専門料理店 50 55 5 10%
そば・うどん店 8 7 -1 -13%
すし店 14 13 -1 -7%
酒場，ビヤホール 24 27 3 13%
バー，キャバレー，ナイトクラブ 38 43 5 13%
喫茶店 68 60 -8 -12%
その他の飲食店 52 34 -18 -35%
管理，補助的経済活動を行う事業所 0 -
持ち帰り飲食サービス業 12 8 -4 -33%
配達飲食サービス業 15 17 2 13%

産業中分類 産業小分類
事業所数

飲食店・持ち
帰り・配達飲
食サービス業
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第 2節 食品産業事業者の販売先の動向 
 
１．分析概要 

当初、中小企業実態基本調査の組み替え集計により、京都市、神戸市、洲本市の食品産業事業者の販売
先の動向を把握する予定であった。しかし、中小企業実態基本調査の個票データの集計は都道府県ごとに
しか行えなかったため、全国、京都府、兵庫県を単位に集計を行った。 
組み替え集計は、中小企業実態基本調査の個票データをもとに実施し、個票の整備状況より 2009 年、

2018年の 2時点を比較した。また、食料品サプライチェーンの地域性を把握するため、食料品製造業、飲
食料品小売業を対象としている。  
 

２．食料品製造業 
①京都府 

  同一市町村（ 販売地域のシェア：52.4% ）への販売が多く（図３）、また、個人消費者（販売先のシェ
ア： 58.1% ）への販売が大半を占め（図 1）、わずかだが増加傾向にある。個人消費者への直接的な販売
とともに、地域圏域での取引関係や販売が高いことから高い地域性を持つと言える。 

 
 ②兵庫県 
  国内全域（販売地域のシェア： 64.9% ）、また大企業（販売先のシェア： 64.6% ）への販売が大半を
占め、増加傾向にある。大手企業との取引関係が強く、販売も国内全域と幅広く実施している傾向がある
と言える。  

 
図１ 食料品製造業の販売先の構成 

 
出所：中小企業実態基本調査を基に作成 
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図 2 食料品製造業の販売先の変化 

 
出所：中小企業実態基本調査を基に作成 
 
 
図３ 食料品製造業の販売地域の構成 

 

 

 
出所：中小企業実態基本調査を基に作成 
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３．飲食料品小売業 
 ①京都府 

販売先の地域性は極めて高くなっており、消費者への直接販売は減少しているもののかなり高い。販
売先地域は同一市町村（シェア 83.9％）が大半を占めるようになった（図５）。この９年間で 39.1%増加
した。販売先は、個人消費者が減少し、中小企業が増加した結果、個人消費者（58.8%）、中小企業（41.1%）
となった（図４）。地域内への卸を兼営する小売業が増えているものとみられる。 

 
 ②兵庫県 
   販売地域では、近隣市町村（シェア：54.4%）が最も多く、同一市町村（シェア：36.8%）が次ぐ。同

一市町村が大きく減少し、近隣市町村が大きく増加している。他方、販売先では、個人消費者（シェア：
97.8%）がほぼすべてを占める。中小企業が減少し、個人消費者が増加している。地域内への卸の兼営が
減少し、結果として消費者への販売が増加しているが、地域性は残っているもののかなり低下している
と類推される。 
 

図４ 飲食料品小売業の販売先の構成 

 

 

出所：中小企業実態基本調査を基に作成 
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図５ 飲食料品小売業の販売地域の構成 

 
 
 

 
出所：中小企業実態基本調査を基に作成 

 
 

第 3節 まとめ 

 

京都市、神戸市、洲本市について、経済センサス活動調査から各種食品・食材の供給状態を捉え、京都府、
兵庫県について、中小企業実態基本調査から製造業・小売業の販売先を捉えた。把握できる状況は限定され
るが、以下のことが判った。 
中分類でみた事業所数は京都市、神戸市、洲本市のいずれにおいても減少しており、従業員総数も京都市

は小売を除いて減少、洲本市は飲食店・持ち帰り・配達飲食サービス業を除いて減少している。 
地域の伝統的食品や食材の供給について、 
• 京都市では一定のデータが確認できたが、神戸市、洲本市では確認できなかった。しかし、京都市に

ついても、伝統的食品や食材の製造や卸売の事業所は減少の一方、小売の事業所は増加という逆の傾
向があり、事業所の規模が分からないこともあり、供給量の増減については一概にいえない状況であ
った。 

伝統食材に限らず食材の供給と食生活の形態について、 
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• 京都市は、野菜をはじめ食材を供給する卸の増加、食料品スーパーマーケットの増加もあり、食材の
供給は増加している可能性が高い。併せて、配達サービスは増えているが、それ以上に持ち帰り飲食
サービスの減少、飲食店の多くが減少する一方、食品スーパーマーケットの増加があり、これらを合
わせると家庭内調理が増えている可能性がある。これは家計調査年報において食材購入量が多いこと
とも一致している。 

• 神戸市では、専門店、食品スーパーマーケットが減少する一方で、コンビニエンスストアが著しく増
加しており、食材を扱う事業所が減少していたため、家庭内調理が減少していることが類推される。
これは家計調査年報の食材購入量の減少とも一致する。その一方、配達飲食サービス業は増えている
ものの、惣菜製造業、持ち帰り飲食サービスや各種飲食店が減少しているので、必ずしも整合はして
いない。 

• 洲本市では、専門店と食品スーパーマーケットの減少、飲食料品卸売の減少がみられ、食料全般の供
給量が減少している可能性がある。それは、食堂・レストラン、専門店が増加し、外食が増えている
可能性があることと整合する。販売先・流通については、京都府では販売先の地域性が強まり、集分
荷の地域性も高まっている傾向がみられ、兵庫県では逆に販売先の地域性が薄れ、集分荷の地域性も
弱まっている傾向がみられた。 

• 京都府は、食品製造業、小売業ともに、同一市町村への販売が多く（製造業は 5割、小売業は８割強）、
販売先の地域性は極めて高い。製造業は製造小売が多い。小売業の地域内販売はこの９年間で大きく
増加している。また、いずれも個人消費者への直接的な販売が多くを占めるが（６割）、小売業による
地域内への卸も増えているものとみられる。 

• 一方、兵庫県では、製造業は大手企業への販売が多く、国内全域へ広く販売しており（いずれも 65%
弱）、その傾向は強まっている。小売業も、同一市町村への販売が大きく減少し、近隣市町村が最も多
くなっている。販売先は、中小企業が減少し、個人消費者がほぼすべてを占める。地域内への卸が減
少し、流通の地域性はかなり低下していると推察される。 
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第３章 地方自治体における行政圏内のフードシステムの現況および課題に対
する認識と対応状況（ヒアリングを通じた考察） 
 

この章では、地域の人々の食の状態を含む、地域のフードシステムの状態およびそれに対する自治体の対

応について、自治体の関係部局および中央卸売市場関係者にヒアリングをした結果を取りまとめて示す。対

象地域は、①京都市、②神戸市、③洲本市である。 

ヒアリングでは、市民が良質で多様で十分な食料にアクセスできる状態にあるかという視点から、フード

システム全体を視野に入れて、自治体が何を課題と認識し、どのような取り組みを進めているかを聞き取っ

た。また、それをもとに、自治体関係部局を含む関係者が課題認識をさらに深め、課題解決の取り組みを進

める上で必要なことは何かを検討し、一定のコメントを付した。なお、ヒアリング記録を作成しているが、

率直な実情に踏み込んでおり、量も膨大であるため、内部資料に留め置くこととした。 

 

第１節 京都市 

１.  はじめに：京都市の特徴とヒアリングの目的 

京都市の基本指標は以下の通りである 

- 人口 147.5万人、面積 827.8 km²、農地 2,839 ha （生産緑地 599.5ha、2,155地区：2016年現在） 

- 高齢化率：28.4%（全国平均は 29.1%：2021年） 

- 貧困状態にある子供の割合:  17%台 

20%以上 3 府県（大阪府、北海道、沖縄）、18~19%台 5 県（福岡県他）、17%台 2 府県、16%台 3

県（兵庫県他）、15%台 5県（東京都他）＊ 

- 大卒割合の高い府県（東京 27.1%、京都 25.6%、愛知 23.7%、神奈川 23.6%、兵庫 23.4%）＊ 

＊「子どもの貧困の社会的損失推計―都道府県別推計―レポート」2016 年 3 月 11 日訂正版、日

本財団・三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 

 

京都市のフードシステムに関連する産業・文化・地域づくりを所管する行政組織（2021年）は以下の通りで

ある 

- 産業観光局 農林振興室（農林企画課、３箇所の農業振興センター）、産業企画室（食の京都推進

担当、中央卸売市場第一市場、中央卸売市場第二市場）、地域企業イノベーション推進室  

- 保健福祉局、子ども若者はぐくみ局 

- 教育委員会事務局（体育健康教育室：学校給食の企画及び調査、食教育など） 

- 環境政策局 環境企画部、循環型社会推進部 

- 文化市民局 地域自治推進室（地域づくり推進担当） 
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- 総合企画局 都市経営戦略室、総合政策室（SDGs・レジリエンス戦略担当、創生戦略担当、市民協

働推進担当） 

＊ 下線は後述のように今回のヒアリング先部局である 

 

京都市におけるフードシステムに関連する特徴は以下の通りである 

- 全国と比べ、生鮮食料品への消費支出が大きい傾向がある。総務省「家計調査」（2017）によると、

食料全体の消費額は平均程度（全国平均比 102.5%）であるものの、生鮮魚介 109%、生鮮肉 128.2%、

生鮮野菜 120.3%など、それぞれ高い比率となっている。また、和食に使われる豆腐など大豆加工

品（119.4%）、かつお節・削り節（151.1%）、こんぶ（154.2%）もそれぞれ非常に高い比率であり、

和食を中心に、家庭で生鮮食材を調理する食生活が維持されていることがうかがえる。 

- 街の特性と食材の購入環境について、碁盤の目状の市街地の形状によるところもあり、商店街の衰

退はあるものの、専門小売店や地元資本の小型量販店が市街地に展開し、店舗へのアクセスは良い。

公設小売市場が転じた小売店もある（単独店、チェーン店）。大型量販店の郊外立地は南・西など周

辺の一部にとどまる。しかし、ディスカウント型店舗、市外からの量販店の参入が目につきはじめ

ている。 

- 食品製造、専門小売、料理屋など長い歴史をもつ店が存続している。食に限らないが、地元事業者

自らによる地域企業宣言がなされ、推進条例が定められている。（京都市中小企業未来力会議によ

る「京都・地域企業宣言」（2018年９月）、「京都市地域企業の持続的発展の推進に関する条例」(2019

年 4月 1日施行)、担当は地域企業イノベーション推進室） 

- 京都市中央卸売市場は全国で最初に設立された歴史をもつ。市は、中央卸売市場の全面改築・改修

に取り組み、市民の食生活、京都の食文化を支える拠点として位置づけている。行政組織上も第一

市場（青果・水産）、第二市場（食肉）は単に局内の一部署の扱いではなく、場長の下で独立した判

断が行われている。第一市場は近郷もの専門の売り場と仲卸、仲卸組合をもつ。第一市場の集荷量

は減少している。第二市場の集荷量は増大している。 

- 人口あたりの農地面積は決して大きくはないが、都市農業が盛んであり生産緑地面積は市町村では

全国で最大である。京野菜をもつ。 

- 事業者の気質として、専門性・職人性が極めて高く、同業者の仲間意識は極めて強いが、業種の領

域を超えた連携には進みにくいところがある。 

 

ヒアリング調査の目的と対象は以下の通りである 

- 市の部局や事業者は、何を「課題」と認識し、どのような取り組みを進めているかを明らかにする。

（市民が良質で多様で十分な食料にアクセスできる状態にあるかという視点から、フードシステム全

体を視野に入れて課題や取り組みを聞き取る） 

- それをもとに、課題認識をさらに深め、課題解決の取り組みを進める上で必要なことは何か、を検討



20 
 

する。 

- 今回のヒアリング対象は上記の行政組織の下線を付した部局、および京都市中央卸売市場第一市場の

卸売会社３社、仲卸組合４組合、同第二市場の卸売会社である。 

 

２．京都市におけるフードシステムの現況および課題に対する認識と対応：ヒアリング結果

とその考察 

 

 （１）はじめに 
京都の食の世界には、市民、街の料理屋さんから料亭、ホテルまで、極めて重層的で奥が深い構造がある。

市内農家の出荷するもの、中央卸売市場を介して供給されるものはその全体に渡っている。市民に視点をお

くも、膨大なヒアリング内容を十分にまとめ切れているかどうか心もとないところがある。 

しかし、市内のフードシステムの構造化された側面とそのコアは浮かびあがった。先取りすると、改めて

ではあるが、中央卸売市場を核とするものである。そして、ヒアリング内容を照合するといくつかの大きな

課題が関係者に共通に認識されていること、関係者が共通に望んでいることも浮かびあがった。それらは、

京都市を一つの地域圏としてとらえ、そのフードシステムを強化することができる可能性とその方向性を考

える材料になると考えられる。以下、この視点で、まとめることとする。 

一方、市民の食生活や食環境（食材を購入する生活基盤、小売店へのアクセス、供給されている食品の品

質や多様性など）について、課題の有無やその内容はほとんど把握されていない。市民の食生活や食環境の

課題については、冒頭の記載のように、家計調査年報でわかる範囲（生鮮食材の購入が多い）や市街地の形

状による小売店への距離の近さなどからみて、比較的問題が少ない都市かも知れない。そうであればその要

因を検討することが他への示唆になろう。しかし、生活基盤については、貧困率は高い方であり、食生活を

どう支えるかは大きな課題である。これらの検討の材料を得るために、別に市民の食生活、食環境調査を実

施する予定である。 

 

（２） 市内農業と地域圏フードシステム 
 京都市では、2021年に『京都市農林行政基本方針 令和３年度（2021）-令和 12年度（2030）』（以下

新方針）を定め、農林業行政を進めている。この新方針では、以下の 5つの達成すべき将来像を、4つ

の重点項目を通じて達成することが目指されている。 

将来像   １. 高付加価値化、生産性・収益性の高い農林業 

２. あらゆる産業分野との連携、農地・森林の新たな活用、多様な担い手の参入 

３. 生態系や環境に配慮した農林業、食文化や景観文化の継承 

      ４. 市民と農地・森林の関係性の深まり、市内産の積極的購入 
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      ５. 環境課題、地域コミュニティの維持など社会課題への農林業の寄与 

重点項目と施策の方向 

１. 「高める」―生産性・収益性のさらなる向上 
 1)生産性・収益性の高い農林業を実践する担い手の育成、2)生産性・収益性の高い農林業経営の実現に向
けた環境整備の推進、3)海外輸出も見据えたバリューチェーンの構築 

２. 「創る」―多様なビジネスの創出 

1)農林業の新たな担い手の創出、2)新たな農林関連産業の創出 

  ３. 「守る」―文化の継承・レジリエンスの向上 
1)文化庁の全面的な京都移転も契機とした京都の食文化や伝統文化の更なる発展、2)レジリエンスの向上に
向けた防災・減災対策の強化、3)「2050年二酸化炭素排出量正味ゼロ」や生物多様性保全等に貢献する環
境保全型農林業の推進、4)野生鳥獣対策の推進、5)農山村地域におけるコミュニティの維持や京都の魅力の
向上 

４. 「支え合う」―需要の拡大と市民や企業等との協働 
1)市内の農林産物を市内で消費し、支える取組の強化、2)”京都ブランド”をいかした販路の拡大、3)市民が
農産物や森林等に触れて理解し、学ぶ機会の創出、4)市民や企業の参画による農地・森林の維持・継承 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/cmsfiles/contents/0000282/282492/kihonhosin.pdf 

 新方針では、SDGs に沿った施策の実施が強調され、また、市民や事業者との支え合いや産業政策・

社会政策との連携が重視されており、これらは 2020年までの前方針からの大きな変化である。 

 さらに、新方針には、今後の地域圏フードシステム構築の取り組みの要素となりうる事項も示されて

おり、その点については後述する。 

 
 京都市農業の特徴 

・ 少量多品目生産であり、また、農家の自立性が高く、まとまった施策が取りにくい。この背景に

は、代々野菜生産を行い、都の食を支えてきた歴史をもち、自身の技術を追求する姿勢が強いこ

とがある。 

 
 市内の農家の出荷先は京都市内が多い 

・ 市内農家の出荷先は、中央卸売市場（近郷野菜売場）14％、地方卸売市場 21％、直接取引（飲食

店、スーパーマーケット、直売所、市外も含む）54％、市外卸売市場が 11％である（農林統計と

市場年報を用いた市独自の計算による/数値は重量ベース）。 

・ 直接販売には振り売りも多い（109戸）。農協からは街中に直売所を要望。農林企画課が異業種交

流のためアグリカフェを開設しているが（後述）、若手農業者によるマルシェが生まれた。 

・ 市は京野菜を購入できる場所をウェブサイトで紹介している。 

 「京野菜」の呼称はブランド野菜を想起させるが、市では、京野菜は市内で生産された野菜と認

識しており、その価値を伝えたいとの考えである。それは、地元の結びつきや供給力を高める点

からも大切なことである。そのためには、ブランド野菜と混同されない呼び名やその意味がきち



22 
 

んと伝わるような説明が求められるのではないだろうか。 

 基本方針にみられる新たな視点としての部署間の連携促進、地域圏のフードシステムの強化にかかわ
る事項 

（部局間の連携促進） 

・ 今次の基本方針では「あらゆる産業分野との連携促進」が強調された。庁内では部署横断的取り

組みを方針としている。民間事業者（観光事業者や農業関連技術を有するメーカー等）を繋ぐこ

とも重視されている。 

・ 部署間のコミュニケーション強化の一つとして、農業振興センターが北部、南部（洛西分室あり）、

京北の３つのエリアに再編された上で、北部は北区、南部は伏見区の庁舎内に移転された（京北

はこれまで通り同合同庁舎内）。区や区の保健福祉センターとの連携強化が意図されており、部

署横断的取り組みを進める方策の一つとして位置づけられている。健康長寿の取組みなどとも連
携可能になると考えられており、期待される。 

（地域圏のフードシステムの強化にかかわる事項） 

 今次の基本方針のうち以下の事項は、農業サイドから地域圏内のフードシステムの強化に関わる取

り組みをめざすものと読み取れる。後述の中央卸売市場の項にまとめた課題とも共通する。 

・ 「中央卸売市場等と連携し、生産から販売まで一切の切れ目のない取り組みを図る」（重点項

目１：生産性・収益性） 

・ 「振り売りや軒先販売などの京都に根付いた販売方法の継承・発展」（重点項目３：文化） 

・ 「学校給食や公共施設での市内産の活用」「消費者が購入しやすい生産・流通・販売体制の強

化」（重点項目４：支え合い） 

 解決が求められる課題 
 農家が市場出荷を増やしたくとも、生産者グループで規格をうまくまとめられず出荷できなかっ

たケースがあった。市場出荷方法の検討が求められているのではないか。中央卸売市場の項にま

とめた課題ともつながる。 

 農家のグループ化の困難さ（自立性が強い）が強調された。一方、共同の例として、加茂トマト
のグループによるハウス栽培、賀茂ナス共同市場出荷、大原野のナス・ほうれん草、上鳥羽のキ

ャベツ共同市場出荷などが生まれており、変化の可能性はありそうである。 

 農林行政においても、市民のニーズや食生活の実態・課題の把握を進めることにより、上記の健
康長寿の取り組みのような、新たな他部局や他産業との連携の課題がつかめるのではないかと考
えられる。 

 解決が求められているが、困難な問題 
・ 都市部の農家の経営縮小が深刻な問題になっている。後継者がいる良好な経営でも、宅地の相続

税負担、財産分与のために農地売却がされている。大原や静原へ主な生産拠点を移転する農家も

あるが、一部にとどまる。 
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・ 市内農村部での過疎高齢化と担い手不足の解決の方策がみえないようである。京都市は左京区、
北区、右京区の北部山間部への広がりが深く、貴重な資源であるが、交通の便に恵まれず、活か

し方が難しい。 

 

（３） 食品産業と地域圏フードシステム 
 京都市では『京都市産業戦略ビジョン（平成 28年 3 月策定）』において、以下のように産業振興の

方針が提示されている。 

産業振興の取組と課題： 

① 中小企業の振興、②ものづくりの高付加価値化、③商業（商店街振興）、④伝統産業振興

（販路開拓、普及啓発、技術の継承・後継者の育成）、⑤観光、⑥農林業（担い手育成、環

境・社会への貢献、市民との共汗、農産物の生産・流通・消費体制の強化）、⑦食品流通

（中央卸売市場の機能強化と産地支援・食文化の発信） 

新たな産業振興の基本指針： 

①所得と雇用の創出、②活動の場の提供、③新たな価値の創造、都市のブランド化、④中小企

業・中小事業者の地域活動への貢献 

 
 産業戦略ビジョンについて 

・ 計画のつくりすぎとの認識により、後継の計画はない。課題別に作っており、産業分野別のビジ

ョンは食の関係では農業と中央卸売市場のみで、食品製造や食品小売などに特化した取り組みの

記載はないとのことである。 

 「食の京都推進」 
・ 2020年に産業企画室に「食の京都推進担当」が設けられた。京の食文化を生かした産業振興につ

いて、中小企業振興の担当部署（地域企業イノベーション推進室）と連携しながら、具体的な施
策を検討・研究している。製造業を守るには、川上、川中、川下を繋ぐことが必要と認識されて
いる。繋ぎ方は、日頃の付き合いの中で、事業者と事業者をつなぎ、バリューチェーンを作るこ

ととされている。また、農林企画課によるものであるが、川中の流通業、川上の農業にも利益を

還元することが必要とされ、農家の支援のために「Kyoto Agri-business Café」が開催（農家支
援が目的）されている。 

 川下〜川上を繋ぐ視点は大事である。現在の個別の事業者間のビジネスマッチング、また、

バリューチェーンの形成（付加価値を高める）にとどまらず、市民にとって望ましい形でフ
ードチェーンをつなぎ、フードシステムを強化する方向性に広げることが望まれるのではな
いだろうか。 

・ 伝統産業振興のために「京都市伝統産業活性化推進条例」が制定され、７４品目が指定されてい
るが、飲食関係は、日本酒、漬物、京菓子、京料理のみである。「伝統的」の定義が難しいとのこ
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とであった。 

・ 「京の食文化」の捉え方については、料亭が全てではないこと、また、市民の食生活は保健福祉
局が調査しているがそれだけでは不十分であるとの認識はされている。 

 地域の小売店、各種事業協同組合の振興策 
• 小売店の減少、全国流通の進展による地域の衰退が認識されている。 

 中央卸売市場の項でみるように、市場関係者の間では危機感がもたれている。連携して対応が必

要であろう。 

 食品製造・流通・飲食事業者については、４半期に１回、経営動向サンプル調査がされているが、

協同組合の実態や活動の把握はされていない。担当は、食品製造業については地域企業イノベー

ション推進室、飲食業・生活衛生業については産業企画室である。京都府料理組合連合会に所属

する組合は 100を数える。金融や経営支援、商店街や振興組合への施設補助（アーケード補修な

ど）にとどまらない対策が必要であろう。 

 

（４） 中央卸売市場と地域圏フードシステム 
【第一市場、青果物および水産物について】 
＜施設整備基本計画とマスタープラン＞ 

- 京都市中央卸売市場は、2027年に開設 100年を迎えるにあたり、『施設整備基本構想』（2014

年）、『施設整備基本計画』（2015年）を立案し、2025年の整備完了を目指し、水産棟の全面

改修、青果棟の全面改築を進めてきた。 

- 「施設整備基本計画」では、京都市中心部に立地する卸売市場という特性から、①生鮮食料品流
通ネットワークの中核的拠点（基幹的社会インフラ）、②京の食文化の拠点、近郷の生産者振興

の役割を担う施設として位置づけている。重点取り組みとして、①衛生管理・品質管理の徹底、

②効率的なオペレーションの徹底、さらに、③京都の農水産物の集荷・販売拠点、地産地消の取

組強化、輸出対応、京都市中央卸売市場ブランドの確立を記している。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/cmsfiles/contents/0000180/180977/kihonnkeikaku.pdf 

- 『第一市場マスタープラン』（2016年：10年間）では、基本戦略のなかで、産地育成や新規就

農者の支援の取組により、府内産の市場への出荷を誘導すること。新施設においても独立した近

郷野菜売り場と近郷仲卸店舗を設けること、京都市中央卸売市場への出荷増に取り組むことを明

記している。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/cmsfiles/contents/0000196/196993/masterplan28.pdf 

 
＜中央卸売市場が核となった地域の結びつき＞ 
 市民、料理屋さんへの食材の供給で、京都の食・食文化を支えていることについて、使命感が高く、

実績がある。特有の食材が使われるので、仲卸-卸の役割が不可欠である。仲卸の目利きへの信頼は高
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く、料理屋さんとの関係には強いものがある。若手の料理人の会からは、市場法改正の議論の際に、

仲卸がいなければ食材を買えないと応援してもらったほどである。仲卸はまた卸の集荷力に感謝して

いる。 

 集荷においては、青果では近郷売り場を作っており、水産も難しいながら舞鶴からの集荷に努力して
いる。市内への供給においては、専門小売、料理屋はもとより量販店も地元資本が多く、地元内の結
びつきは強い。ただし、後述のように小売の状態に変化が起こり始めている。市場の鍋祭りや食彩市
には、数万の市民が集まり、市場が供給する食材が求められている。ただし、市民の魚食については

衰退傾向が強い。 

 具体的な集荷圏と供給圏の状態は下記の通りである。 

・ 集荷では、府内産については、青果は数量で 3.9%、金額で 6%程度、水産物は数量で 4.7%。市内産

については、青果は数量で 1.4%。 

・ 供給先地域は、近郷野菜、鮮魚、塩干は市内、府下が大半を占めるが、野菜は市内が多いものの大

阪府の占める比率も高い。詳細は以下の通りである（市場データ、2019年）。 

       市内  府下 滋賀県 大阪府 兵庫県 その他 

 野菜    44.9     7.7    8.0    22.3     4.7     12.4 

 果実        57.6    14.3    7.3     9.0     5.6      6.2 

 近郷野菜    60.5    12.5    7.1    10.4     2.1      7.4 

 鮮魚        60.1    13.8   18.8     3.6     1.4      2.1 

冷凍        56.6    19.6   16.0     4.8     0.6      2.5 

塩干        61.3    14.7   16.7     4.8     0.2      2.4 

・ 供給先業種は、市内供給が多い近郷野菜、鮮魚、塩干は、量販店の方が多いものの、小売店、飲食

店への供給比率も高い。特に鮮魚は飲食店への供給が最も多い。近郷野菜は集団給食への供給が他

よりも多い。（市場データ、2019年） 

      小売店  量販店 加工業者  飲食店 集団給食 その他 

野菜    11.7     59.8      3.2       5.8     7.2       12.2 

果実        15.5     66.0      0.7       4.8     5.0        8.0 

近郷野菜    20.6     46.4      6.5      10.2     9.2        7.2 

鮮魚        22.2     35.6      1.1      34.3     0.8        5.9 

冷凍        21.2     46.9      2.7      19.7     1.3        8.2  

塩干        25.3     46.4      8.1      13.9     1.9        4.4 

・ 料理屋・ホテルへは仲卸からの供給が主であるが、小さい料理屋の場合は卸兼営の小売から供給さ

れることがある。 

 

＜解決を要する卸売市場の構造的課題＞ 
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 全国的に大手量販店の台頭、産地の直接出荷で、荷が集まらなくなってきている。しかし、安売りの
大手量販店だけで京都の食や食文化を支えられはしないという認識はすべての関係者に強い。 

 集荷対策の検討が必要であろう。マスタープランの基本戦略に集荷力の強化が上がっているが、
進捗の評価や対策の議論がされず、改築・改修への対応に重点が置かれてきた。水産棟の主とな

る第１期工事が終わったので、改修後の事業プランを考える段階ではないだろうか。第二市場は、

改築と並行して集荷計画に沿った努力が積み上げられ、その成果が出てきている。 

 水産物の集荷困難が特に強いが、資源問題、気候変動の影響も加わっており、対策は難しい。 

 

 仲卸が集中的に課題を抱えている 

• 仲卸の機能（分荷、目利き）は京都では不可欠であり、料理人など食材を大切にする関係者からは

強い信頼を寄せられ、京都市場としても常に強く発信しているが、社会の認識・理解がないとの感

がもたれている。 

• とくに、大型量販店との相対取引のしわ寄せが仲卸に集中しており、取引しても利益が出ないと認
識されている（量販店が過当競争状態で単価競争になっていること。さらに、相対取引は量販店の

発注・産地の指値の間で、納入価格に交渉の余地がないこと。加えて量販の支払サイトが長い問題、

店舗への配送を抱え込まされていることもある）。 

  相対取引について調査研究がほとんどなく、分析、方策の研究が必要である。 

• 経営改善が必要な仲卸が多い。 

  中小企業診断士による経営改善指導で成果があり、さらに進捗が必要とされている。 

 

＜地域圏フードシステム強化への視点：関係者の連携により改善が望まれていること＞ 
 野菜では特に、京都産の流通を増やしたいという認識が関係者に共通している 

• 規格を緩やかにして欲しいなど、農家からも声が上がっており、卸も今までとは違う出荷方法や
販売方法の検討が必要と考えている。仲卸も出荷増を望んでいる。 

 規格を含めて、どうすれば扱えるか、連携して工夫の検討が必要。市場が取り扱う品物を時代

に合わせて検討することは、新しい卸売市場の姿にもつながるのではないだろうか。農林行政
基本計画にも「中央卸売市場等とも連携し、生産から流通・販売まで一切の切れ目のない取り

組みを実施」と記載されており、農林行政サイドにもすでに連携の認識がある。 

• 市内・府内農家の育成の必要を感じている。 
卸売会社は府内産の減少に危機感を持っている。野菜では府北部に農家・農協・自治体出資の農

業法人設立もされている。市場課と青果卸、仲卸が連携して取り組みを行なっているが、市場見

学や意見交換会が主のようであり、成果には繋がっていないようである。 

 実情の把握がさらに必要である。農林企画課/農業・農林業振興センターも含めて市場課・卸・

仲卸の連携によるさらなる対応を要する課題であろう 
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 水産物においても、産地―卸―仲卸の連携、消費まで含めた連携の必要性が認識されている 

水産物は産地が府外となるが、卸のコーディネートによる活ハモづくり（料理屋さん向け）、単価が下

がった時のカット品のパック販売によりスーパーでも入手できるようにするなどの取り組みがある。 

 市民への情報発信の重要性が認識され始めている 

 市民からは見えない、流通に携わる人々の仕事や、生産や流通にかかるコストと価格の関係に
ついて理解を得られるような発信が必要であろう（農家・漁家、流通事業者、市民が互いに存

続できるために必要な情報として）。 

 市内・府内産のもの、京都の食文化に固有の食材がどこで買えるかの情報提供もさらに必要で

あろう。 

 

 学校給食へのさらなる食材供給への要望が強い  

• 野菜はすべて仲卸を通して供給されている。しかし、地場産の供給はそれほど多くない。近郷仲
卸組合から供給されておらず、できれば供給し、子どもたちに食べてもらいたいとの意向がある。

学校側にも地場産を使いたいという要望があるという。 

• 水産物は、市場を通して、病院、老人ホーム、保育園へは供給されているが、学校には供給され
ていない。塩干物も食育活動ではたくさん食べてくれる、子どもたちにおいしいものを食べても

らい、美味しさを知って欲しいが、学校給食の価格が安すぎて供給できないとのことであった。 
 良い食材を給食に卸すための費用を、国、自治体、組合で負担するなどの取り組みができないか

との提案があった（参考：フランスでは５つの公的ラベルの食材を５割使うことが義務付けられ
ている）。また、給食費について所得に応じた傾斜配分も含めて検討の余地があるのではないだ
ろうか（学校給食費は自治体によってかなり差がある：京都市 6,918 円、名古屋市 11,163 円、
大津市 11,942円、大阪市 4,084円、神戸市 7,380円、岡山市 13,015円：2020年度「家計調査
年報」2人以上の世帯）。 

 

 専門小売店、地元スーパーマーケットをどう支えるか、危機感のなかで、市場関係者の関心が高まっ
ている 

• 府外からの大手量販店の進出に対する警戒心（ドラッグストア、業務スーパー含め）： 

青果・水産のすべての卸・仲卸からこぞって警戒心がもたれており、市場課も認識している。地
域密着型の関係を維持していきたいと考えられている。 

 どのような対応方法があるか、検討には複数分野の研究者の協力が必要かも知れない。 

• 小売店の激減への危機感：  

- 八百屋さんは、若手が広げる試みをしており、近所の人や小さい料理屋さんがお客さんにな
っており、普及の可能性がある。 

- 魚屋さんは、小売組合青年部と仲卸組合で、対応を考えたいとの意見があり、実現が望まれ
る（市場の近辺での店舗開設、廃業店へ仲卸さんが入ることについての検討、八百屋さんの
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開店手法を参考にできないかなど）。 

 買い物しやすい環境を残すには小売店をやりたい若者への支援が必要であり、卸売市場から
の支援がないと小売は持続できないのではないかとの意見があった。上記を含め市場として
の対応が望まれる。マスタープランにも「今後、高齢化が進む中で、『歩いて買いに行ける距

離にある』地域に根差した小売店との更なる連携強化も求められています」とある。 

• 売り方の工夫の必要：  

 管外からの大手量販店の進出、価格競争のなかで、市民に適正な価格で、専門小売店や地元

スーパーマーケットで買ってもらえるようにするには、売り方の工夫が必要であろう。 

この点についてまだ必要性が強く認識されていないが、認識されている場合も、効果的な売

り方はわかっていないとのことであった。陳列方法、商品の鮮度管理などを含めて、専門小

売、スーパーそれぞれに検討が必要であろう。 

（参考）フランスでは、UNFD（全国野菜・果実小売組合連合会）が消費者との相対のコミュニケーションの質を

向上できるように、小売人の専門性養成コースを開設し、CPQ（専門品質証明書）を獲得できるようにし、小

売人の地位向上をめざしMOF（国家最優秀職人賞）コンクールを開催していた（2017年調査、その後UNFD

は Saveurs Commerceに名称変更）。 

 

【第二市場、食肉について】 
 第二市場の基本計画『京都市中央卸売市場第二市場「京(みやこ)ミートマーケット」マスタープラン』

（2010年策定）とその進捗状況の概要は以下の通りである。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000115502.html 

- 計画は、2011年度から 2020年度までの 10年間にわたる。 

- プランでは「社会全体で取り組む「食」の環境づくり」の一翼として、第二市場の方向性を実現し

ていくため、以下の 4つの重点戦略を示している： 

①市場の一体的運営（卸売会社等関連事業者の一元化）と更なる公設民営化の実現 

②運営会社の経営改革（増頭と目標頭数に基づく集荷販売戦略） 

  集荷産地の拡大、部分肉加工の拡大、副生物の一体的扱い、輸出対応 

③施設の改築（HACCP対応、見学者対応、環境負荷低減、コンパクト化） 

④京都府との連携強化（財政的支援の要請およびブランド力強化と増頭の取組） 

- なお，①〜③については，市と新運営会社が「段階的実施条件付き基本協定」を締結し、評価委員

会を設け PDCAサイクルにより評価を行い次のステップに進む方式が取られた。 

- 重点戦略の進捗の概要は以下の通りである： 

① 2014年に京都食肉市場（株）（集荷・と畜解体・卸売）、京都副生物卸協同組合（部分肉・副

生物の加工処理）、（株）中畜運輸（枝肉・部分肉の配送）の 3社が合併・事業統合を完了し、

京都食肉市場（株）が新運営会社となった。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000115502.html
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② 2009 年の牛 8,045 頭、豚 17,466 頭から、2020 年度までに牛 13,000 頭、豚 23,000 頭の

取扱が目標とされ、牛については後述の通り目標を達成した。 

③ 2018年に施設の改築が完了した。 

④ 2017年度より，京都府から施設の整備に関する財政支援を受けている。 

 
 マスタープランにもとづく取り組みの成果が上がり、集荷力を増している。 

市場内関連事業者の統合、施設改築による衛生管理の強化、2020 年に中央卸売市場で初めて牛肉対

米・対 EU輸出認可の取得を実現し、牛の集荷は 35道府県（同年）に広がり、近隣県からの集荷も増

やしている。困難と考えられていた輸出にともなうと畜時の吊り下げ放血によるスポット抑制（1%前

後）も実現した。 

 食肉の専門小売店がしっかりしていることもあり、牛肉の市内への供給率も５割前後と高く、フード
チェーンの中核として大きな役割を果たしている。 

 「京都肉」の知名度は高く、京食、買参者ともども取扱を増やしたいが、中でも京都生まれの子牛不
足が大きな課題となっている。産地は府下にあり、京都府に野菜のみならず畜産にも目を向けて欲し
いと述べられていた。 

 キャトルステーション（子牛の哺育育成施設）の設置や農家への増頭補助金支給などの可能性

について卸売会社が調べている。市/第二市場から、卸や買参組合とも連携し、府への働きかけ

が必要であろう。「京都肉」「京の肉」「亀岡牛」などブランド名の混在の整理も課題である（「京

都肉」は、1986 年に京都府と京都肉牛流通推進協議会 [生産者団体，荷受会社，売買参加者，小売販売業者，

家畜商等で構成] が定義し、定めたものであり、第二市場で処理されることが要件である）。 

 施設改築への取り組み方の成果が、事業に現れてきたが、まだ緒についた段階であり、なお一層の発

展のために、市職員の専門性と主導力の発揮、卸売会社とのコミュニケーションが重要であろう。 

：施設改築に対しては、市が常に課題を提示し、また経営改善の支援を行い、マスタープランにもと

づく PDCA サイクルにより、卸売会社が中期計画（集荷増、経営改善）を作成・実行し、評価委員

会で評価をしながら進めてきた。 

 

（５） 保健福祉と地域圏フードシステム 
 保健福祉局の施策・計画は以下の通りである 

 2016年に『健康長寿のまち・京都食育推進プラン』（2015年に「食育意識調査」を実施）、2018年に

『健康長寿・笑顔のまち・京都推進プラン』を作成した。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000288930.html 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000195/195649/honsatu.pdf 

• 「健康長寿・笑顔のまち・京都推進プラン」は、（以下「健康づくりプラン」という）は、健康増
進法に規定する市町村計画に位置付けるとともに，京都市基本計画「はばたけ未来へ！京プラン」

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000195/195649/honsatu.pdf
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の分野別計画として、2013年に策定された「京都市民健康づくりプラン（第 2次）」を改定したも

の。 

基本理念： 

  京都ならではの地域力・文化力の強みを活かした健康づくりを市民ぐるみで推進し，健康寿命を

延伸し，平均寿命へ近づけ，笑顔でいきいきと健やかな「健康長寿のまち・京都」をみんなで実

現する 

基本方針： 

＜基本方針１＞ 市民が主役の健康づくり 

全ての市民がそれぞれのライフステージや状況に応じて，健康づくりに取り組むことにより，

一人ひとりのいのちが輝く笑顔あふれるまちの実現を目指す。また，京都ならではの暮らしや

文化の中で，人とのふれあいを大切にした市民の健康づくりの取組をライフステージ等に応じ

て積極的に情報発信し，市民が主役の健康づくりの輪が広がるよう取り組む。 

＜基本方針２＞ 市民の健康づくりを支える環境づくり 

関係機関・団体等が連携し，社会や地域全体で市民が主役の健康づくりを支える環境づくりを

推進する。 

推進施策の柱： 

柱１ 京都らしいライフスタイルへの転換を促進することによる健康づくり 

柱２ 地域や人とのつながりの中で進める健康づくり 

 柱３ 健康づくりに取り組める環境の整備 

 

• 「食育推進プラン」において、食育とは、食に関するさまざまな情報が氾濫する状況のなかで、その
選別と活用に関する知識や食を選択する能力を養い、一人一人が健康的な食生活を実践する力を育

んでいくものとされる。 

位置づけ  ：「健康づくりプラン」の栄養・食生活分野の取り組みを具体的に推進するもの 

究極の目標：「健康づくりプラン」の全体目標 

基本理念  ： 

一人一人の市民が「食」への関心を高め、適切な判断力を身につけるとともに、食を通して「人」、

「家族」、「地域」、「世代」がつながり、すべての市民が生涯にわたって健康で豊かに暮らす 

施策の柱： 

① 行動変容（一人一人がまず実践〜豊かな食生活で健康づくり） 

  ② 環境の整備（みんなで協同・環境づくり〜実践できる「食環境」） 

  ③ 京都の食文化（伝え・つなぐ京都の食文化〜育む豊かな「こころ」と「暮らし」） 

  ④ 安全と安心（食の安全性の確保と安心できる食生活の実現） 

 子ども若者はぐくみ局の施策・計画は以下の通りである 
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• 同局は 2017年 4月 1日に新設された。政令市で子ども担当局のない自治体が少なくなり、かつ、保

健福祉局の担当範囲が広く、子ども部門を分けることになった。「人づくり２１世紀委員会」（現・は

ぐくみネットワーク）提言により、2007年に「京都はぐくみ憲章（子どもを共に育む京都市民憲章）」

を採択、2015年に『京都市未来こどもはぐくみプラン』を策定。さらに「貧困家庭の子ども・青少

年対策プロジェクトチーム」により「京都市子どもの生活状況等に関する調査」を実施、2017年に

『京都市貧困家庭の子ども・青少年対策に関する実施計画』を策定した。2020年に後継計画となる

『京都市はぐくみプラン(京都市子ども・若者総合計画)』を策定した。 
   https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/cmsfiles/contents/0000260/260990/honnsatu.pdf 

「京都市はぐくみプラン」の概要は以下の通り： 

- 基本理念は「京都で育ち合い、学び合った子どもや若者が将来の展望をもって成長するとともに、

京都に住み、働く人が幸せと希望を感じ、暮らし続けたいと思えるまちを実現」すること。また、
「妊娠前から子ども・若者までの切れ目ない支援」を更に推進し、「市民の生き合う力」（各自

が地域コミュニティを構成する主体であるとの意識を持ちながら、他者との関わりの中で、支え

合いと協力の精神に基づいて、お互いを認め、尊重し合い、共に生きる力）を高める。 

- さらに「目指すべきまちの姿」として、「誰ひとり取り残さない」「レジリエンス」のある社会づ

くりを目指す。 

- 具体的施策の３つの柱として 

① ライフステージに応じた子ども・若者の成長の支援 

② 特に支援を要する子ども・若者（貧困家庭、障害など）やその家庭への支援 

③子ども・若者とその家庭をみんなで支え、はぐくむ社会（地域共生社会など）の形成 

- 京都市の特色である「京都ならではの市民力・地域力・文化力を礎とした『はぐくみ文化』」を生

かして計画を推進する 

 「貧困家庭に関する実施計画」の概要は以下の通り： 

・ 同計画の位置付けは、上記「京都市未来こどもはぐくみプラン」等を補足し、子ども等の貧困の観

点から必要な施策をまとめたもの。0-30歳までを「子ども・青少年」とし、対象としている。 

・ 施策の体系は以下の通り 

① 子ども等の健全な育成と将来を見据えた、生活・学習・就労支援（子ども等への支援） 

     ② 家庭の自立や子育て力の向上に向けた、子育て・経済・就労支援(保護者への支援) 

         ③ 地域・関係機関との連携により，貧困家庭等を支援するネットワークづくり 

 
 市民の食生活上の課題についての認識と基礎データ 

• 保健福祉局、子ども若者はぐくみ局ではいくつかの調査が実施されているが、調査項目は基本的に

は国が毎年実施する「食育意識調査」および「国民健康栄養調査」に準拠している。栄養・健康状

態（食塩・野菜・果実摂取量、脂肪エネルギー比率、BMI など）、食習慣（朝食摂取頻度、共食な
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ど）、食意識（食材購入時の参照情報、食の楽しみなど）などで、栄養的側面が主である。 

 食生活の課題は「食環境」「健康格差（食生活の質の格差）」にも及ぶため、その状況把握や対応の
検討には、食事内容（どのような食材を使ってどのような献立を作っているか）、食材入手環境（店

舗へのアクセスや品揃え、家庭の経済状態など）への視点も含んだ、食生活をトータルに捉えられ

るより踏み込んだ調査が必要であろう。 

 

 食生活の底上げと食育、食環境の整備との関係 
• 「健康づくりプラン」の「栄養・食生活」分野の取り組みを具体的に推進するのは「食育推進プラ

ン」だとされている。プランにおいて、「食育」は情報の選別と活用に関する知識や食を選択する能
力を養うものとされる。つまり食教育である。 

＊ なお、市の「食育推進プラン」では、「食育」は食教育の意味で定義されているが、栄養学や栄

養教育関連学会（栄養改善学会、日本栄養士会など）では、食環境づくりまで含められており、

食育という言葉には曖昧さがあり、検討を要する。 

 食事や栄養・健康において、人々の知識やそれにもとづく選択能力の育成はむろん大事だが、選択
できる個人的環境（経済状態など）、社会的環境（店舗へのアクセス状態、供給食品の量や質など）
により大きく制約される。ヒアリングでは、食育以外の方策への視点は持てていないとのことであ
ったが、今後は、人々の十分な栄養と食事の質の確保に対する個人的・社会的環境制約を改善でき

るような方策の検討も進めることが必要であろう。 

 食環境に関する独自施策として「応援店制度」「大手スーパーと提携した弁当開発」があげられてい

たが、どの程度の効果をあげているか、評価を行いながら取り組むことが必要であろう。 

 子ども若者はぐくみ局では、食生活は生活習慣の一部という認識であったが（子ども食堂も居場所

事業との位置づけ）、食事は健康や生命、心にも重い意味をもつ。局単独で難しければ他部局と連携

して対応を検討することが必要ではないだろうか。 

 すべての人が健康な食生活を営めるようにするには、生活弱者（経済的・物理的アクセス状況に恵
まれない人々）を底上げして、誰にとっても「公平な選択」が実現されるようなアプローチが求め
られる。予算や人員の制約もあるが、役務の「平等な提供」が行政の役割とする考え方があるとす

れば、抜け出すことが必要であろう。 

 

 連携体制をどのように作るか 
① 地域コミュニティの自治力を活かす：「健康づくりプラン」では地域コミュニティの自治力を活かす

ことが強調されている。それができれば、地域圏フードシステム強化の上でとても有効である。確か

に京都は市内各小学校を各地域の自治会がつくってきた都市だが、高齢化により自治会の活動力は

著しく衰えている。どう支え、どう連携するのかの具体策が必要であろう。 

② 地域の健康づくりを担う要の組織と人： 
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・ 区の保健福祉センターの役割：同センターが地域の課題を捉え、地域住民と接しているとのこと
であったが、局との情報共有は不十分であるとのことであった。地域の健康づくりを担う要であ

り、地域コミュニティの自治力を高める上で、また局として方策を検討する上でも強い連携が必

要であろう。 

 区の保健福祉センターの活動、また、データに基づいて課題がどのように認識され、対応されている

かについて、追加的なヒアリングが必要である。 

・ 地域子育てステーションの役割：上記に同じ。 

・ 食育指導員の役割：多様なバックグラウンドをもち（農業、料理など）、各教育機関とも個別に連
携して活動できる。保健福祉局は、指導員養成のための研修プログラムを実施、活動に対する資金

援助を行い、地域の健康づくりを担う要の一つとして位置付けている。他の地域圏でも可能な施

策の一つである。 

③ 民間事業者との連携の方法： 

・ 全国チェーンの大手事業者と提携しているが、それがどの程度市民の食事の改善につながって

いるかの評価をしながら、取り組みを進めることが必要ではないか。フランスでは指向性が違

うので大手は参加しないといわれている。日本は逆にわずかな実で名を売るために参加する傾

向がある。 

・ 地域の事業者は、地域の人たちに支えられて事業が成り立つ関係なので、地域の事業者と連携

すると地域に根ざした継続的な取り組みに発展しやすいのではないか。商店街や事業組合への

働きかけという方法はあるとのことであった。地域企業宣言がなされ、地域企業振興条例もあ

るので、産業企画室とも連携して、対応が可能であろう。 

④ プラン作成時の議論：各部署で作成し持ち寄っているとのことであった。原案は各部署で作成した
としても、横断的な議論を組織して検討を深めることができるのではないか。そのためには主管部

局の役割の強化が求められる。 

 

（６） むすび：ヒアリングから得られた取り組みの可能性について 
京都においては、専門職業者の地域との結びつきは強く、地域密着した事業が望まれており、市民への

視点が常にある。今回のヒアリングにおいて、その視点から、農林行政、中央卸売市場、および関係専門

職業者である農家、市場卸売会社、仲卸において、共通する課題が認識されていることが見出せ、また、

連携の必要性が認識されていることも明らかになった。 

共通に認識されていた課題は、（１）市内・府内産の卸売市場取扱を増やすこと/規格問題など、（２）減

少する市内農家の育成・グループ化、（３）減少する専門小売店の育成、売り方の工夫、（４）競争にさら

される地元量販店への支援、（５）学校給食への水産物や地元農産物の提供であった。 

以上のように共通の課題と連携の必要性が認識されていることよりみて、フードシステムの川上の生産

について、川下の小売について、その間を結ぶ流通のあり方について、専門職業者が集まって議論し、具
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体的な改善方向を見つけ出すための場（プラットフォーム）を関係者が共同して構築することのできる状

況が生まれているといえよう。そして、それは、市民にとってまた各専門職業者にとって互いにフードシ

ステムをより良いものに転換していくことのできる機会となるといえる。共同の核となるのは、中央卸売

市場と農林振興室だと考えられる。 

どのような順序で、どこが主導し、どのような関係者が集まって、取り組み内容を相談できるか、以下

に想定をしてみたい。 

まず、取り組めるのは、（１）京都市内の農産物について規格のあり方の再検討などを含め、卸売市場へ

の出荷を増やせるようにすることではないだろうか。中央卸売市場、農林振興室が連携して場を設け、農

業・農林業振興センター、卸売会社、仲卸組合、専門小売店（小売商業組合、八百屋さんスタイルを広め

ている若手など）、「地域企業」である地元スーパーマーケットを集めて、相談することが可能であろう。

産業企画室、地域企業未来力会議を所管する地域企業イノベーション推進室の関与も重要であろう。 

次いで、この場に水産の仲卸組合、卸売会社も加わり、（３）八百屋さん魚屋さんなどの専門小売店の育

成、売り方の工夫へも、議論と取り組みを広げることができるように考えられる。さらに、（４）について、

市外からの出店激化のなかで、地元スーパーマーケットの事業強化を図るのは難しい課題であるが、京都

市の取り組む「地域企業」振興の一環として議論すれば方策を生み出せる可能性があるように考えられる。 

同じく、（２）の市内農家の育成も難しい課題であるが、上記の取り組みを進めれば、方策の議論が芽生

えるのではないかと考えられる。漁業者の育成となると他県に及ぶが、京都の食材を守るにはそのような

取り組みも検討が必要になってきているのではないかと考えられる。 

さらに、（５）の学校給食への卸売市場を通した水産物や地元農産物の提供の拡大についても、中央卸売

市場、農林企画課、農業・農林業振興センター、卸売会社、仲卸組合が連携して、教育委員会に呼びかけ

て、相談を始められるのではないだろうか。仕入れ費用や給食費の問題など少し障壁があるが、これも対

処の可能性のある課題ではないだろうか。 

食肉についても、京都肉を増やすことが市場関係者に望まれている。（１）や（２）について、畜産農家

が市内になく、農林行政の連携相手が京都府となるため、認識の擦り合わせにややハードルがあろうが、

すでに卸売会社では農家育成の具体的方策なども近隣県の事例から研究されており、集荷が伸びているこ

の機会に足を踏み出すことが大切であろう。 

以上は、市民に質の良い食料品の供給を充実するという視点は強いものの、どちらかというと川上→川

中→川下→市民への流れである。 

対して、市民の食環境や食生活の状態について、課題の有無やその内容についてはほとんど把握されて

おらず、現在のところ保健福祉・子ども若者関係の部局でも、弱者の底上げの視点や、食が医療と同じく

生命と健康を支える重要な要素であるとの認識はあまりない。京都市は、「はじめに」に述べたように、「家

計調査年報」のデータ（生鮮食材の購入が多い）や、市街地の形状による小売店へのアクセスの良さから

みて、生鮮食材の供給については比較的問題が少ない都市かも知れない。しかし、生活基盤については、

子どもの貧困率は高い方である。農林振興室は、農業・農林業振興センターの区役所庁舎内への移転によ
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り、健康福祉についての連携がしやすくなると考えており、むしろ農業サイドから課題の認識と連携への

芽生えがある。連携しての実情把握とそれにもとづく一歩踏み込んだ対応の検討が必要である。 

なお、今回のヒアリングにおいては、地域企業振興を担当する地域企業イノベーション推進室、また、

教育委員会への訪問ができず、今後の課題として残されている。 
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第２節 神戸市 

 
１．はじめに：神戸市の特徴とヒアリングの目的 

神戸市の基本指標は以下の通りである  

人口 152.5万人（政令指定都市では 7番目）、面積 552.3km2、耕地面積 4,380ha 

     高齢化率（65歳以上人口 419,161人 65歳以上高齢化率 29.2%） 

※いずれも 2020年の値 

※65歳以上人口及び高齢化率は、年齢不詳の人口を除いた値 

 

神戸市のフードシステムおよび関連する産業・文化・地域づくりに関わる行政組織は以下の通りである 

-  経済観光局 経済政策課、商業流通課、ファッション産業課、消費生活センター、観光企画課、農

政計画課、農水産課、西農業振興センター、北農業振興センター、中央卸売市場運営本部 （「食都

神戸の推進」「神戸里山・農村活性化ビジョン」「おいしい神戸産農水産物等の活用の推進に関する

条例」などを実施） 

- 健康局 健康企画課（「神戸市食育推進計画」を主管）、食品衛生課 

- 福祉局 政策課、くらし支援課 

- 教育委員会事務局 一般財団法人神戸市学校給食会 

- こども家庭局 こども青少年課、家庭支援課 

- 企画調整局 政策調査課（総合基本計画）、未来都市政策課（地域活性化施策） 

- 都市局 都市計画課、まち再生推進課、地域整備推進課 

- 環境局 布施畑環境センター、環境都市課 

- 農業委員会事務局 

- 文化スポーツ局 文化交流課、公民館 

- 市長室 広報戦略部 

* 下線は後述のように今回のヒアリング先部局である 

 

神戸市におけるフードシステムに関連する特徴は以下の通りである 

• 全国と比べて、1世帯当たりの食料の合計、生鮮食品、調理食品への消費支出はいずれもやや少

ない傾向にある。2019年の総務省「家計調査（総世帯）」によると、各品目の全国の消費支出を

100 とした時の神戸市の消費支出は、食料 96.5%、生鮮魚介 80.9%、生鮮肉 96.0%、生鮮野菜

96.3%、生鮮果物 88.4%、調理食品 98.6%とやや少ない。一方、外食は全国平均に近く 103.2%で

ある。また、神戸市特有の食品製造業産品として挙げられるパン、洋菓子、日本酒の消費支出に
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ついて 2017 年から 2019 年のデータをみると、パンは調査年によって変動が見られ、対照的に

米は恒常的に全国より少ない傾向にあった。一方で家庭での洋菓子への支出額について、カステ

ラ、ケーキ、ゼリー、プリン他の洋生菓子のデータを見ると、全国平均と比べて多くない、もし

くは少ない品目がある他、調査年によって変動する品目もあり、傾向は掴みにくい。ただし、喫

茶代は 3 年間を通じて全国より多くなっており（2019 年は 120.7%）、洋菓子を喫茶店で食べる

文化が根付いている可能性もある。清酒は 77.7%、（外食の）飲酒代は 92.4%と、全国平均より少

ない。 

• 地形は、六甲山系が東西に渡って存在し、貿易を中心に発展してきたことに伴って形成された都

市部（六甲山系の南側）の他、市の西部・北部には田園地帯が広がり、農漁業も盛んである。人

口 100 万人以上の都市の中で農業産出額(2019 年で 128.5 億円)が最も大きく、政令指定都市の

中でも 6番目の水準にある。 

• 臨海部には港湾施設を整備、内陸部には高速道路等の幹線アクセスのよい立地に工業団地を造成

し、陸海空の流通アクセスが良好なことから、地元企業はもとより全国的な企業も製造・流通拠

点を構えている。 

• 製粉業や製油業など、食品製造業が盛ん。2020年の経済産業省「工業統計調査」に依ると、食品

製造業の 1事業所あたり製造品出荷額は、全国で 12.6億円、京都市 4.8億円、洲本市 1.5億円に

対し、神戸市は 31.5億円である。 

• 明治時代の開国時、外国人居留地が構えられたことから西洋文化が流入し、衣食住といったライ

フスタイルに関する産業がこの地で盛んになり、次第に神戸から全国へと発信された（衣：テー

ラー、食：パン、洋菓子、コーヒー、住：西洋家具）。 

• 平成 31 年度の概況調査時によると、神戸市内には商店街 186 団体、小売市場 32 団体が存在す

る。小売市場が多く残っており、全国の小売市場連合会の会長も神戸にいる。 

• 「市民の台所」である神戸市中央卸売市場があり、本場で青果・水産、東部で青果・水産・花卉、

西部で食肉を扱う。大部分の生鮮小売事業者はこれらの市場から調達しているが、揃わない商品

については大阪市中央卸売市場など他市場からも調達している。また、セリが減って量販店との

相対取引が増えることで、専門店等の小売店ではこれまで通りの品ぞろえが困難となり、卸売市

場で欲しい品物を手に入れにくくなっている。 

• メインの農産物流通チャネルである卸売市場流通を活用して、市内産の農畜水産物の消費を拡大

しようとする動きが見られる。 

 

ヒアリング調査の目的と対象は以下の通りである。 

- 目的は、市の部局や事業者は、何を「課題」と認識し、どのような取り組みを進めているかを明らか

にする。（市民が良質で多様で十分な食料にアクセスできる状態にあるかという視点から、フードシス

テム全体を視野に入れて課題や取り組みを聞き取ることである。 
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- 今回のヒアリング対象は上記の行政組織の下線を付した部局である。 

 

２．神戸市におけるフードシステムの現況および課題に対する認識と対応：ヒアリング結果

とその考察 

1） 市内農業と地域圏フードシステム 
 市内の農業・漁業についての施策 
• 神戸市では、2020年に『神戸 里山・農村地域活性化ビジョン』を公表し、農林業行政を進めてい

る。 

同ビジョンでは、①持続可能な農業の振興、②農村定住環境の整備、③自然文化環境の保全の 3つ

の柱のもとに、以下のような施策を進めている。 

①持続可能な農業の振興 

・農業の担い手育成 

・地域特性にあった生産振興の展開 

・農業生産環境の維持管理 

・有害鳥獣対策 

②農村定住環境の整備 

・新たな移住者の呼び込み 

・エリアマネジメントの強化 

③自然文化環境の保全 

・里山・森林の保全 

・不適正行為の未然防止 

・地域物価資源の保全と活用 

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/36493/plan.pdf 

 

• 大都市としては農業が盛んであり、神戸市も積極的に農業施策を講じている。都市と農村が近い特
徴を有し、農業の担い手確保も都市部から獲得しようとする施策が見られる。「神戸 里山・農村地

域活性化ビジョン」における 3つの柱は以下である。 

「持続可能な農業の振興」、「農村定住環境の整備」、「自然文化環境の保全」 

 

 地域内への農水産物の供給について 
神戸市では「おいしい神戸産農水産物等の活用の推進に関する条例」（2019年）により、神戸産農水

産物等の活用の推進のために、以下の事項を定めている。 
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・基本理念 

・市、生産者、事業者、市民の役割 

・生産者、事業者及び市民の交流支援 

・啓発活動等 

・生産、供給及び市内流通の促進 

・生産環境及び生産基盤の整備等 

・神戸産農水産物等の優先利用 

・ブランド化の推進 

・他の施策との連携 

・6次産業化の支援 

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/46550/tisanntisyouzyourei.pdf 

 

• 地産地消の推進というと直売所の利用を挙げる自治体が多いが、条例中には「地産地消を含む」と

記載されており、それ（地産地消）だけではないことが読み取れる。このような考え方の条例のも
とに、市はメインの流通経路である卸や仲卸、飲食店を巻き込んだ施策を志向している。 

 域内で生産されたものが、域内で適正な価格で消費される仕組みの追加調査が望まれる。 

例）こうべ給食畑推進事業では、教育委員会の尽力により、農家が納得できる価格でジャガイモ

などが取引されている。その他のこうべ旬菜も学校給食へ向けられるものもある。 

  

2）中央卸売市場と地域圏フードシステム 
• 農水産課・農政計画課でのヒアリングでは市内農家は市場出荷が多いという話であったが、その市

場は必ずしも神戸市中央卸売市場とはなっていない。 

 大手量販店による市場外取引の拡大が指摘されており、こうした点が卸売市場にもたらす影響（セ
リ取引の減少、相対取引の増加、地元小売店が商品を手に入れにくくなる）の把握が必要である。 

 量販店は個店ベースの取引が多い（コープこうべは別）との話であったが、大手量販店（イオン

など）、ローカルスーパーそれぞれの神戸市中央卸売市場からの仕入れ状況についてさらに調査が

必要ではないか。 

 

 安売り競争、価格転嫁について 
 日本では価格転嫁という言葉が圧力になっている。賃金が上がっていないことも含め、しわ寄せが

どこにきているか、現在の仕組みが持続可能なのか、分析が必要である。これらについて、消費者

への情報提供も求められる。フードシステムの維持に必要なコストが価格に転嫁できない構造的な
要因を考える必要がある。 

 京都市の状況もあわせて考えると、関西全体が、ドラッグストア・スーパー進出のホットスポット
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になっている可能性がある。 

 必ずしも食品をメインカテゴリーとしない、廉価販売を特徴とする小売業態の広がりが地域のフー

ドチェーンに及ぼす影響を、水平的な競争側面だけでなく、仕入れも含めた垂直的なつながりにお

いても検討する必要がある。 

 

 政策の成果と課題について 
 上記のような課題について、議論の場を作ったり、リーダーシップをとる主体が必要。そのような

議論をどこからスタートすべきか、行政サイドは事業者側であると考えている。事業者側の認識を

確認する必要があるのではないか。 

 併せて、こうした議論の場の設置やリーダーシップをとる主体の設定といった取り組みを行政側が

行う上で、どういった課題があるかも明らかにする必要がある。 

 

3）食品産業（食品製造業、卸売業、小売業）と地域圏フードシステム 
  担当課による食品産業の位置づけの違いが大きい。 

 

 経済政策課における食品産業の位置づけ 
• 全体として、食品産業について経済政策課の担当分野で大きな課題が生じているとは認識されて

いない様子であった。 

• 市内も大消費地であるとはいえ、大手メーカーの出荷先に占める市内向けの割合は大きくなく、食

品製造業全般について市民の食と結びつけて考える姿勢はあまりない印象である。むしろ市内の

食品製造業立地において重要な事として、原料輸入・製品移出等に占める港湾の役割に加え、中四
国向けの物流アクセスや、大阪も含めた大消費地への近さと捉えられているように思われる。 

• 製造業同士の協力関係（下請など）に目が向いている様子で、食品製造業と農業・漁業とのつなが

りや流通・小売とのつながり（フードチェーン）については目が向けられていない。 

 パン、洋菓子、酒が地域を特徴付ける食品産業と位置づけられるが、域内消費との関連については、

家計調査の結果のみでは、特産品が域内消費と結びついているか否かは判断できない。今後、域内

産品の流れと市民の食品購買や食事の実態に関する詳細な調査が必要。 

 

 ファッション産業課における食品産業の位置づけ 
• 清酒については、市民（消費者）向けにとどまらず全国の消費者や観光客に向けた PRに積極的に

取り組んでいる。また、地域ブランド政策の取り組みも充実している。 

• 洋菓子・パンについては、食関連イベントでの PRのほか、人材育成に向けた取組の支援や地域ブ

ランド施策の取組も行っている。 

 「神戸らしいファッション文化を振興する条例」（令和 3 年 6 月）が制定されているが、そこでは
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食分野は「その他神戸の地場産品」という扱いである。条例制定の経緯や条例のもとで実施される

諸施策について、追加のヒアリングが必要であると思われる。 

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/9633/fashion_jourei.pdf 

 

 商業流通課における小売店、商店街、小売市場の現状と課題の認識について 
• ソフト・ハード面の補助金だけでなく、民間との連携や人的支援等、特徴的な取り組みをしている。 

 商店街・市場魅力発信事業、商店街・市場『応援隊』派遣事業、商店街・小売市場お買物券事業、

流通活性化支援事業 

 卸・仲卸・小売の連携が必要と認識されながらも、商店街や小売市場での小売店の形態や経営方針が

多様であることから、難しい課題があることも確認できた。地域圏フードシステムの構築にあたり、

どういった事業者がつながりの起点となり得るか、検討する必要がある。 

 

• 食都神戸の推進都市と農村が近く、豊かな自然に囲まれ、質の高い農水産物が生産され、都市地域で
は、港町として交易を中心に栄えてきた経緯から、独自の多様な食文化が根付いているという、ポテ

ンシャルを活用し、地域の農漁業と関連した持続可能で神戸らしい新たな食ビジネスと食文化を育

て、活かす戦略として「食都神戸」を掲げている。 
https://www.city.kobe.lg.jp/a67688/business/sangyoshinko/industry/kobenogyoujigyou/shokuto.html 

 食都神戸の推進では、農業と消費者を繋げようとする取り組みとなっている。ほかにも、フードチェ
ーンの垂直的諸段階の主体を繋げて取組もうとする事業が多い。連携による効果の把握が、今後の課
題ではないか。 

• ファッション産業について、嗜好品という枠にとどまらず食文化・地域に根付いた産業として捉え振

興する姿勢がみられた。 

 清酒・パン・洋菓子・コーヒーが裾野の広い産業であるという認識は、経済政策課の認識との間にや

や温度差があるように感じられる。産業の「裾野」の幅や社会的意義をどこに見いだすのかによって、

異なるのかもしれない。 

 

4）健康・福祉施策と地域圏フードシステム 
• 神戸市では、『神戸市 食育推進計画（第３次）』において、さまざまな取組を進めてきたが、市民の

食をめぐる課題が依然として続いていること（市民の食育に関するアンケート調査）、健全な食生活

の基盤となる食環境を持続可能なものとする必要があると現状を捉えている。さらに「新しい生活様

式」や「社会のデジタル化」も踏まえ、さらなる食育の推進を目指すために『神戸市 食育推進計画
（第４次）』（2021年 9月～2026年 8月）を定め、以下の３つの重要事項・視点のもとに施策を進
めている。 
重要事項： 

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/9633/fashion_jourei.pdf
https://www.city.kobe.lg.jp/a67688/business/sangyoshinko/industry/kobenogyoujigyou/shokuto.html
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 ①生涯を通じた心身の健康を支えるための食育 

 ②持続可能な食を支えるための食育 

 ③「新しい生活様式」やデジタル化に対応した食育の推進 

具体的な施策： 
 ・生涯を通じた健全な食生活の実践を支援 

 ・保育所、幼稚園、学校等で食を通じた健全育成に取り組む 

 ・食べ物を大切にする気持ちを育む 

 ・「食都神戸」における地産地消の推進 

    ・郷土料理や行事食などの食文化の継承 

    ・食の安全・安心についての知識を広め、リスクコミュニケーションを推進する 

    ・安全・安心な農産物生産の取組拡大を目指す 

    ・「食を選択する力」を身につけるための情報発信 

    ・全市一体となった食育推進運動の展開 

    ・食品関連事業者との連携による食環境づくりの推進 

    ・デジタル化(オンライン)を活用した食育情報の発信 

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/46299/shokuiku_plan4.pdf 

 
 市民の健康格差と食環境に関する課題の位置づけ 
 市民の｢食｣に関する問題について、健康局では特に貧困・福祉・高齢化と食の関連性は、「深く大

きい」と認識されている。健康と福祉に関連する局で食がこのように考えられていることは重要
である。近年の認識とその背景について回答が得られた。 

 

 市民の食と健康に関するとりくみとその課題 
• 健康局、福祉局、子ども家庭局の各部局で食をきっかけとして、経済的困窮者への支援が実施され

ている。食が福祉政策の中で重要視されており、課題解決のツールとして活用されている可能性が

ある。「食の充足」そのものがどう捉えられているのかは不明である。 

• 世帯や個人属性に紐付いた食生活の実態についての調査結果を踏まえた施策をとろうとしている。

一部の調査は専門家も関与しており、慎重に考えられた設計となっている。ただし、食料品販売店

舗などの食環境まで含めた要因は検討されていない。食育計画および施策は情報提供と啓蒙の域に

とどまる。 

 

 食に関する課題解決のための部局の役割、部局間の連携 
・ 年に 1~2 回の庁内関係部局会議（健康局事務局）にて、情報交換・連携を実施している。農業や食

品産業部局との連携については経済観光局農水産課・商業流通課が同会議のメンバーとして参画し
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ている。 

 

 食に関する課題解決のための民間事業者との連携 
・ 行政部局に事業者相互の連携の場のセッティングを持ちかけられる関係が構築されている。ただし、

この連携は事業者間の自主的な連携による「神戸の食の課題解決」を目的とした集まりであり、そこ

においては高齢化、事業の縮小、孤食や低栄養、食料品店へのアクセスなどは課題となっていない。 

 

 食料品店へのアクセス問題についての認識 
・ 食育事業での連携と、移動店舗や宅配（買い物弱者対策）は別カテゴリーの課題と捉えられている可

能性がある。食育は消費者の選択問題の解決手段として健康局が担当、食環境整備は地域商業活性化

支援事業による宅配支援など商業政策のカテゴリー、というように。これは神戸市だけにとどまらず、

現在の「食育」の限界を示すのではないか。 

 

 神戸市における主体はどこか 
 地域の食に関する課題（市民への安定した食料の供給）を総合的・恒常的に検討する場の設置につい

て、主体的に取り組むのは市においてはどの課になるか。今回のヒアリングのみでは結論を出すこと
はできないが、検討のための材料が得られたと考えられる。また、そうした課に、食に関する課題に

ついて地域のステークホルダーをまとめられる人材はいるかについても今後確認が必要である。 

 健康局の担当ではないが、かつて「買い物弱者」対策を、行政と事業者組織が連携して実施していた

（昭和 40 年代の新興住宅地への小売市場誘致の例）。担当課はどこだったのか、詳細について調査

が必要である。 

 農村と都市が混在し、事業者間のつながり、行政における「問題認識」の可能性がある神戸は、地域

圏フードシステムの構築にあたり良いパイロットエリアになるのでないか。 
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第３節 洲本市 

 
１．はじめに：洲本市の特徴とヒアリングの目的 

 

洲本市の基本指標は以下の通りである。 

人口 4.5万人、面積 182.4 km²、農地面積 2,450 ha（いずれも 2015年） 

65歳以上高齢化率 35.8％（2020年） 

   （参考）兵庫県 人口 546.9万人（洲本市の割合 0.8%） 

面積 8,401km2（同 2%） 

 

洲本市のフードシステム及び関連産業・文化・地域づくりに関わる行政組織は以下の通りである。 

- 企画情報部 企画課（市総合計画、公共交通、域学連携等） 

- 産業振興部 農政課（農業振興）、林務水産課、商工観光課（食品産業、商店街の振興） 

- 都市整備部 都市計画課（都市計画、街づくり） 

- 健康福祉部 健康増進課、福祉課、介護福祉課 

- 教育委員会事務局 教育総務課（生涯学習）、学校教育課（学校給食） 

※ 今回のヒアリングでは、都市整備部以外からヒアリングを実施。 

 

関連する洲本市の行政計画は以下の通りである。 

- 洲本市総合計画（担当：企画情報部企画課） 

- 新洲本市総合戦略（企画情報部企画課） 

- 洲本市食育推進（第２次）計画（健康福祉部健康増進課） 

- 健康すもと 21（第２次）計画（健康福祉部健康増進課） 

- 第３期洲本市地域福祉計画（健康福祉部福祉課） 

- 第３次洲本市障害者基本計画（第６期洲本市障害福祉計画及び第２期洲本市障害児童福祉計画を含

む）（健康福祉部福祉課） 

- 高齢者保健福祉計画及び第８期介護保険事業計画（健康福祉部介護福祉課） 

- 第２期洲本市子ども・子育て支援事業計画（健康福祉部子ども子育て課） 

 

ヒアリング調査の目的と対象は以下の通りである。 

- ヒアリング項目として、洲本市の関係部局の所掌業務・行政計画に関連させつつ、洲本市における

地域圏フードシステムに関する課題認識、取組、今後の予定をヒアリング。 
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- 併せて、地域圏フードシステムの強化に向けた検討の必要性について提案。 

- ヒアリングの対象は、関係部局の部長級。（一部で課長級の対応有り） 

 

洲本市におけるフードシステムに関連する特徴は以下の通りである。 

 

１）小売店等の立地状況 

- 洲本市には、徒歩・自転車での移動圏内に食品スーパーがある市街地と、農村地帯の両方が存在。

市街地には、イオン洲本店、マルナカ（香川県発祥で現在はイオン系列。中四国地域を中心に約 200

店を展開。）とマルヨシ（香川県発祥で四国を中心に 35店舗を展開。）といった島外資本の小売店も

立地。地元資本の主な小売としては（株）マイ・マートが島内で 12店舗の小売店等を経営。同社は、

同業他社が撤退した地域への出店や移動販売車事業に取り組むなど、地域住民への食料供給に積極

的に貢献。 

- この他、JA（淡路日の出農協）が運営する直売所「御食菜采館（みけつさいさいかん）」が平成 30年

４月から営業開始する他、農業者グループによる青空市を開催（週末の午前中に市の関連施設の敷

地内で営業するイメージ）。 

- 市役所職員からの１市民としてのコメントによると、農村部では、近隣住民同士の物々交換によっ

て食料（主に農産物）を得ていることが多いため、農村部では食に困ることはないのではないか、

食の課題があるとすれば、市街地に居住する独居の高齢者ではないかと分析。その上で、自分の親

の介護の問題に接する中で、農村部であっても親世代における日常の買い物に不便さが生じている

と認識。（今回ヒアリングを行った部課長は 50代） 

- 1965年に開設された洲本市営公設市場は、耐震基準により解体することが決まっており、令和４年

中に解体工事を実施予定。跡地の利用計画は未定だが、公設市場ではない模様。 

- 島内には、２箇所の地方卸売市場が開設。淡路津名地方卸売市場は、JA（淡路日の出農協）が運営

し、南淡路地方卸売市場は民間企業（株式会社南淡路地方卸売市場）が運営。２市場ともに島内産

が基本。購入者（仲買人・買参人）は、淡路津名地方卸売市場は基本的に地元スーパー。南淡路地方

卸売市場は仲買人が弁当屋や飲食店等様々なところに納めているとのこと。２市場ともにセリ。 

 

２） 消費者 

- 市内の食品小売事業者によると、地元の顧客は、日常用途のものは節約し、地元食材等こだわりの

あるものにはお金を払う傾向にあるとのこと。具体例として、淡路島では正月にブリをよく食べる

が、今年（令和４年）はブリが高騰したにもかかわらず例年通りの需要だったとのこと。 

- 地元食材を率先して購入する傾向は、地元 JA（淡路島日の出農協）が開設した直売所「御食菜采館

（みけつさいさいかん）」の売上からも見て取れる。近隣にイオンやマルナカといった大型のショッ

ピングセンターがあるが、御食菜采館の売上は、周囲の事前評価に反して、当初の売上目標１億円
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を上回り、年間 3.5億。成功した秘訣について、安売りではなく品質で勝負した点と JAは分析。 

- 市内の食品小売事業者によると、魚離れ、惣菜需要が高まっている。背景には、個食化だけでなく

孤食化が進んでいるためと分析。 

- なお、総務省家計調査では、洲本市の食料消費額の詳細が公表されていないため、同調査による分

析は不可能。 

 

２．洲本市におけるフードシステムの現況および課題に対する認識と対応：ヒアリング結果

とその考察 

1） 市内農業と地域圏フードシステム 
・ 農業生産が盛んな淡路島にあって、洲本市農政課では、農業・農村振興について積極的に施策を講じ

る一方、市内農業者の出荷量・出荷先については把握していない。この理由として、市が卸売市場を

開設・運営しておらず、把握する手段（必要性も）がないことが挙げられる。また、出荷に関しては

JAが担当する領域という意識が根付いていることが挙げられる。 

・ 洲本市農政課においては、市民の食に関する課題があるという認識がなく、市民や事業者からの要望

もないため、仮に予算と人手があったとしても、地域圏フードシステムに関する施策を講じる考えは

ない。 

- 地域圏フードシステムの強化に向けた一連のプロセスを、自治体を中心に適切な自己診断から開

始するとした場合、比較的小規模な自治体においては、そもそも地域内の食料の流通実態を把握で

きていないことが一般的と考えられる。 

- このような小規模自治体における自己診断の取組を促進するために、どのような支援が考えられ

るか。一案として、「地域おこし協力隊」の活用が考えられるが、協力隊の３年間の活動後に、地

域での起業・就職が求められており、地域圏フードシステムの強化に繋がるローカルビジネス創出

に結びつけられるかが鍵と思料。 

 農政課と島内２箇所（JA 開設と民間開設）の地方卸売市場の接点はない。現状では市とし

て地方卸売市場との連携の必要性自体を認識していない中、どういった連携のインセンテ

ィブが考えられるか。 

 農政課と（農業者ではない）市民との接点もなく、市民の食に関する課題を把握する機会が

ない中、後述する健康福祉部署が持つ市民の食に関する情報を市役所内で共有されるよう

にするため、どのような施策が考えられるか。 

 洲本市のように卸売市場を開設しない自治体は、農産物流通に関する情報を入手しにくい

と考えられる中、地域圏フードシステムに関する取組を全国で幅広く展開していくために

は、大都市を優先的に検討する、小規模自治体には別途の支援を講ずるなど、自治体の規模
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に応じた支援策・環境整備や取組の優先順位を考える必要があるか。 

 

２）食品産業（食品製造業、卸売業、小売業）と地域圏フードシステム 
・ 市商工部局と市内食品企業との接点が基本的になく、商工会議所・商工会経由や商店街への支援を除

き、振興策をもっておらず、また、支援する必要性も特に認識していない。 

 洲本市の場合、商工部局の人員体制が十分ではなく、少なくとも、小規模自治体においては、地域圏

フードシステム強化に向けた検討を行う上で、商工部局を中心に考えることは困難ではないか。 

 マイマートといった地域の食インフラ維持に高い意識を持つ食品企業が存在するものの、市の商工

担当との接点がない状況。行政とマイマート（のような企業を）をつなぐ仕組みをどう構築すべき

か。 

 洲本市の場合、（飲食組合は別として、）商工部門における食に特化した民間組織・団体が存在しない

ため、地域の食に関する課題を対応する民間の面的な取組を期待することは難しい。組織化自体が難

しいと考えられるが、洲本市の実態に合った民間組織の構築は可能か。 

 

３）健康・福祉施策と地域圏フードシステム 

・ 市として健康面で課題と認識しているものは肥満に関するものであり、栄養不足の人は課題として

捉えてない。また、保健師が日頃接点を持つのは、公的検診における乳幼児や高齢者であり、低栄養

の人を見つけること自体が難しい。 

・ 一方で、低所得な人ほど、カロリー重視な食事になることは認識しているが、食事指導によって改善

させることが難しく、効果的な対応は取れていないとの認識。 

・ 市内タクシー事業者や福祉有償運送等、移動系福祉サービスを提供する事業者が減少しており、需要

が一定程度あるものの供給が足りておらず、希望しても利用できない場合がある。 

・ 市民の食をめぐる課題があることは認識しているが、農林・商工等の他部署との連携に向けた動きは

ない。また、健康福祉部局としては、サプライチェーンの川下の部分は行政として関わる余地がない

と考えており、また、特定の事業者と連携することにも躊躇。 

・ 市民の食に関する課題へ対応する市役所内の部署は未確定との認識であり、洲本市健康福祉部とし

ては、国レベルでの担当省庁が決まれば、それに応じて、洲本市役所の産業振興部か健康福祉部のど

ちらが担当するか決まるのではないかとの考え。 

 地域住民の食に関する課題を一番認識しているのは、洲本市の場合、健康福祉部局と考えられる。

一方で、健康福祉部局では、１次産業や食品企業との接点がなく、また、市民の食に関する課題共

有が同部署内でとどまっているため、市役所横断的な検討には繋がっていない。農林・商工部局と

健康福祉部局との連携を促進する施策として何が考えられるか。 

 

４）学校給食と地域圏フードシステム 
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・ 給食センターを市内２箇所に設置。２箇所共通で、使用原材料の産地の割合として、基本的には 100％

国産原料を使用（一部の冷凍魚や小麦粉等を除く。）しており、さらに、概ね、県内産４〜５割、島

内産４割弱、市内産２割を使用。淡路島産食材は値段が高い点が利用率向上のネック。 

・ 食材使用の他、小学校近隣の田んぼを借りて米を作り調理実習で食べるなどの取組を行っているが、

食中毒等への懸念によって広がっていかない。 

 １食当たりの給食費が決まっているため、島内産食材の食材をこれ以上高めることは困難との認識

だが、地域圏フードシステムの強化の観点からこれまで以上に学校教育が取り組めることがあるか。 
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第４章 フランスの地域圏食料プロジェクト 
 

第１節 フランスの地域圏食料プロジェクトと地域圏フードシステム 

    
１. はじめに  

日本では、リタイアによる農業者の激減が食料供給力の低下を懸念させる状態にある。都市では、経済格

差が拡大し、食料が入手困難な人たちが増え、子供たちにも及んでいる。勤労者の低賃金、非正規雇用も拡

大しており、質の良いものを買えない状態になっている。高齢化と量販店の郊外立地は店舗へのアクセスを

困難にし、買い置き型の食品購入を増している。量販店は、売れ筋商品に的を絞り、また、安さを競い、安

価な加工食品が増える傾向にある。良質のものを扱う小売店、独立店舗の量販店（地元資本）はあるが、少

数になっているのではないか。身近な購入環境を提供し、地域性・伝統性のある食品を扱ってきた地元の食

品製造者、小売店、飲食店の高齢化は、事業の維持を危うくしている。このような状態は、良質の食料、あ

るいは食料そのものへの日常的なアクセス困難を生む。 

誰もが、安全で、健康的で、多様で、良質かつ十分な量の食料を得られているか。それは、世界人権宣言

にいう「十分かつ適切な食料への権利」（食料安全保障 food security）が満たされているかを問うことである。

日本では「食料安全保障」は国レベルでしか認識されていないが、一人ひとりが十分で適切な食料を得る権

利である。 

とりわけ、多くの人々が暮らし、多くの食料を必要とする都市において、良質で十分な量の食料が得られ

るよう、それぞれの地域圏においてフードシステムの強化が必要になっている。それはまた国の食料政策の

必要をも意味する。農業者の減少も農業の領域だけでは解決できなくなっている。国産消費を呼びかけるだ

けでも解決できない。農業の状態は、このような都市の人々の経済、食料購入の状態と密接に結びついてい

るからである。 

国際的には、FAO のポジションペーパー（2009 年）や「ミラノ都市食料政策協定」（Milan Urban Food 

Policy Pact 15 October 2015）にみられるように、自治体が主導し、地域的な圏域でフードシステムを見直

し、再構築する動きが急速に進んでいる。なかでも、都市に着目され、その食料の地方への依存と地方との

関係、都市圏のなかの食料供給における社会的不公正（経済格差による飢餓や栄養失調）、環境悪化、非持続

的な生産と消費行動についての評価と、その改善が目指されている。公正な供給とアクセス、持続的な生産・

経済活動と消費、地域の経済・社会・文化・教育へ寄与することが目標にされている。 

取り組みの手法としては、食料供給の公共性の観点から地方自治体の主導、さらに、地域圏内のフードシ

ステムのすべての関係者による自発的な議論と行動を基礎とすること。さらに、関係者の手によって、現状

を診断し評価することからはじめ、何をどのように変えるか目標を設定し、行動計画を作成し、行動に取り

組むことが、共通して謳われている。そのために FAO は 44 の評価指標を提示している。 

フランスでは、自治体が主導しながら、フランス農業アカデミーによって「地域圏化されたフードシステ
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ム」（Système alimentaire territorialisé：SAT）（以下地域圏フードシステムと呼ぶ）が論じられ、その実現に取

り組む「地域圏食料プロジェクト」（Projets alimentaires territoriaux: PAT）がミラノ協定に先立つ 2014 年に法

制化された。自治体の連携が進み、大都市を含む各地で取り組まれている。国際的に自治体が食料政策に取

り組む例は増えているが、フランスのように国が法制化しているケースは他にみいだせなない。そこで、日

本に参照できるように、フランスの法制化に至る経緯、法の体系や条項をもとに「地域圏食料プロジェクト」

とは何かを紹介する（註１）。フランスの自治体については、第 4 節図-1 を参照されたい。 

 

２. 地域圏においてフードシステムを強化する意味、地域圏とは何か 
(１）「地域圏」とは何か 

フランスでは「テリトワール（territoire）」（以下「地域圏」と呼ぶ＊）という概念が、近年広い分野の関心

を集めている。「地域圏」は、地形などの自然条件や人間活動においてまとまりのある単位を形づくる空間を

あらわす。それは人々のアイデンティティに関わるものとされる。単に区切られた範囲や、田舎という意味

での「ローカル」ではない。 
＊テリトワールに近い概念として「地域」概念を提示している例があるが（岡田 2020）、残念なことに、食料や農業の分

野では、「地域」を使うと、都市ではない地方、区切られた小さな範囲の意味でとらえられ、「地域フードシステム」と

すると必ず地産地消が連想される。それを避け、人間活動の広がりをもつ空間がイメージできるように「地域圏」を使

う。 

＊フランスには、日本の「近畿」「東海」などの「地方」にあたる行政単位として、レジオン(region)があり、地域圏・地

方・州などに和訳されることが多い。ここにいう地域圏は、このレジオンのことではないので注意されたい。 

 

(２）なぜ「地域圏」か：近接性・補間性による都市コミュニティの応答能力 
フランスでは、地域レベルでは、関係者の補完性が働きやすく、そのため地域レベルで人々はより上手く

問題を特定し、解決策を定めることができるといわれる（Gambio et al., 2019）。後に紹介する「地域圏食料

プロジェクト」（PAT）の手法は、地理的な近接性のなかでフードシステムのすべてのレベルで関係者を集

め、議論を通して、それを社会的な近接性、組織化された近接性に転換することを試みるものとされる（同）。 

緊急事態でも構造的問題においても、直面する状況は地域によって異なり、その時々で異なる。そのため、

状況に即した臨機応変な対応が鍵となる。状況を認識し、共有できるのはコミュニティ（共同体）の範囲で

あり、臨機応変な対応はコミュニティの自発的な応答能力に依存する。今の社会状況では、人々の多く住む

都市コミュニティの応答能力が求められる。 

 

(３）「地域圏フードシステム」（SAT）とは 
「地域圏フードシステム」とは、「ある地域範囲の地理的空間に位置する農業・食品チェーンの結合した全

体」と定義されている（Rastoin 2015）。フランス農業アカデミーが最初にこの概念を論じ、その目的を、地

域圏の供給網で製品の販売を促進すること、中小規模の事業者のネットワーク、創造的な価値の共有ができ

る代替的経路を支え、消費者の健康を尊重し、フードチェーン全体の環境への影響を抑制する新しい生産モ
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デルを生み出すことにおいた（AAF，2014）＊。Rastoin は農業アカデミーのメンバーであり、この議論を主

導した。 

＊フランス農業アカデミーのこの文書が SAT の定義として紹介されることが多いが、記載したようにむしろ目的を述べた

ものであり、ここでは定義は Rastoin のものを紹介しておく。 

この SAT とは別に「短い食品経路」（Circuits courts alimentaires：CCA、英語訳 Food short circuits）の

概念がよく使われ、両者は明確に区別される。CCA は、生産者から消費者への直接販売、または一段階のみ

仲介者が入る販売様式をさす。2009 年 Barnier 農務大臣プランで定義された。 

SAT には CCA が含まれるが、CCA はいわば点または線であり、SAT は地域圏のフードシステム全体を指

す。SAT は日本風にいう地産地消ではないことに留意されたい。 

地域圏の範囲は人々の認識に関わるものであり、一律に決められるものではない。しかし、フードシステ

ムについては、町村のように小さすぎるとそこに一連の段階がそろわない。大きすぎると関係者が状況を把

握しきれないし、関係者に近接性が働かない。フランスでは市が適切な規模とされ、さらに、100〜150 万人、

50 万人以下の人口集積地に適し、パリやリヨンなどそれを超えると隙間を埋める仕組みが必要だとされる。

日本にでは政令指定都市、中核市とその周辺市町村、歴史的なまとまりのある複数市町村などが想定される。  

 

３. SAT、PATに至る背景と政策の系譜 

フランスの PAT に至る動きの背景には、大規模企業による専門化、グローバル化された大量生産・消費

のシステムは、食料コストの削減、食品衛生の向上、アクセス性の改善に貢献したが、負の外部性を生み出

しているという認識がある。 

PAT にいたる政策の系譜を扱った文献は少ない。まず一つの捉え方は、大規模流通に対する小規模な代替

的経路の動きから生まれたとみるものである。2000 年頃から AMAP（農民的農業維持協会）や CCA の本格

化、有機農業、アグロエコロジーなどに着目され、食料政策、消費者を向いた政策、食料政策と農業政策の

分裂に強い批判がされている。その後、2006 年の Barnier 大臣プランによって CCA が提示され、2009 年の

レンヌ宣言において SAT が取り上げられ、その流れで PAT が生まれたとの認識が示される（Darrot et al.，

2019：p.23~32）。それは、オルタナティブな社会の動きの制度化であり、フランスの公共政策の長い歴史の

一部であるとされる（同上）。このように、オルタナティブな動きを制度化していくのはフランス社会の特徴

といえ、それによって運動に終わらず社会的な仕組みとして蓄積されることは重要である。 

しかし、SAT はまず目標および概念として示されており、現場の代替的経路の延長上に生まれたものとは

言い難い。直接には、次にみる自治体やそのアソシエーションの分析的・研究的な活動、それを踏まえた政

策再編の動きから生まれたように考えられる。 

そのような捉え方として、有機農業や CCA の動きはみながらも、国レベルの食料政策、農業政策を地域レ

ベルで統合する政策の動きに重きをおき、公共政策におけるそれらの関係づけの流れを読み取るものがある。

PAT によって、都市と農村の関係を公共政策で扱うことが可能になり、フードシステム全体に介入し、フー

ドシステムのすべての関係者を近づけ、さまざまな機能を繋ぐ横断的なツールが提供されたとみる（Gambio 
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et al.，2019：p.114~116）。地域圏で PAT を主導する公的主体は、この認識が強い。以下、この認識で流れを

捉えておく。 

フランスの政策において食が扱われるようになったのは、1985 年に全国食料評議会（Conseil national 

d’alimentation）が設立されてからである。一方、周知のように、農業政策は CAP（欧州共通農業政策）が早

くから進められてきた。1999 年の農業法により AOC などの５つの食品の公的ラベルが定められ、2001 年

に「全国栄養健康計画」が定められた。 

大きな画期は、2010 年の「農業・漁業近代化法」（Loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture 

et de la pêche）（以下「近代化法」と記載）である。これによって、本格的な食料政策となる「全国食料計画

（PNA）」が提示された（Article 1-V）（農務省食料総局が担当）。また、同時に、「持続可能な農業の地域計画

（PRAD）」が導入された（Article 51）（Code rural L111-2 の後に L111-2-1 を設置）。ここにおいて、農業およ

び食料政策を、地域の特性、経済・社会・環境的課題を考慮して地域圏に適用することが提示された（表１）。 

ついで、2010 年前後に自治体のアソシエーションにより、テリトリアル化された持続性を重視するフード

システムについて、いくつかの研究が組織された。これらが SAT の提示、そして PAT の構想に繋がったよう

にみられる。 

その重要な一つが「フードガバナンス、フランスの都市と農業生産の再地域化」（Terres en villes et al., 2009）

の研究プロジェクトである。過去の研究者による分析の多くは、農業と食料の課題の統合をめざしてはいた

が、特定の経路の角度からの分析であった。この研究では、CCA がどのような条件下で既存の流通経路と結

合し、地域発展の動きを形成できるかが検討された（Lamine and Chiffoleau，2012：p.87）。 

 

表１ 「農業・漁業近代化法」「農業・食料・森林未来法」における PNA、PRADの規定 

 

PNA の規定（「近代化法」） PNA の規定（「未来法」） PRAD の規定 
（「未来法」） 

＜公共の食料政策の目的＞ L230-1 
持続可能な条件下で生産された、安全
で、多様で、十分な量の美味しく栄養
価の高い食品へのアクセスを、すべて
の人に受け入れられる経済条件下で提
供すること 

＜食料政策の目的＞ L1-1 
すべての人に受け入れられる経済的・社会的条件下で生産され
た、安全で、健康的で、多様で、良質かつ十分な量の食料への
人々のアクセスを確保し、雇用を促進し、環境・景観を保護し、
気候変動の影響の緩和に貢献すること 

＜PRAD の役割＞L111-2-1 
当該地域の特性や、経済
的、社会的、環境的課題を
考慮し、地域の農業政策、
農業・食品政策、アグロイ
ンダストリ政策の広範な
指針を定める。 
州知事と地域議会議長が
共同で、地方公共団体、農
業会議所、全ての代表的な
農業労働組合と協同し、計
画作成を主導する。 
準備に、水域の開発・管理
の指針（環境法 L.212-1 ）、
生態系の調和のための地
域的な制度（同 L.371-3）、
都市の持続可能な開発・発
展に関する地域指令（都市
計画法 L.113-1）を考慮す

＜PNA の役割＞ L230-1 
食料の公共政策を PNA において定め
る。 
11 の行動：食料安全保障（すべての
人々への適切な量と質の供給）、食品安
全、動物・植物衛生、教育と情報、消
費者情報に関するルール、農産物の質
と食料供給、環境を尊重した生産・流
通方法、テロワールの尊重、CC および
生産者と加工業者の地理的近接性の奨
励、集団給食における地元農産物の供
給、フランスの食物と料理の遺産（国
家登録制度創設）。 

＜PNA の役割＞ L1-Ⅲ 
社会正義、若者のための食育、食品廃棄物との戦いを考慮して、
食料政策の目標を決定する。 
実施事項：１）食品のバランスと多様性、地元産品・季節産品、
栄養的・官能的品質を促進するための、教育と情報の分野にお
ける行動のカテゴリを提示（全国栄養健康計画のガイドライン：
公衆衛生法典の L. 3231-1 に準拠）。 
２）CCA、農業生産者・加工業者・消費者間の地理的近接の発
展の奨励。特に、季節的な農産物、品質や原産地を特定できる表
示のある製品および有機農産物の集団給食への供給行動の規
定。 
３）PNA と PRAD の目的を満たす行動が PAT の形態をとりう
る。PAT の目的（本文記載のため略）。 
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＜全国食料評議会の役割＞PNA の開発と実施のモニタリング、議会・政府への報告。2014 年法に、食料
政策の変更の提案、地域経済・社会・環境地方評議会（自治体の一般規定 L. 4134-1）により各地域で討論
することが追加。（地域重視が読み取れる） 

る。 

註）「近代化法」は 2010 年制定、「未来法」は 2014 年制定である。表中の＜＞横の記号と数値は条項を示す。 

この研究を 2009 年の Barnier 農務大臣の CCA 促進プラン作成につないでとらえる見解がある（Lamine and 

Chiffoleau，2012：p.87；Darrot et al.，2019：p.29）。しかし、検討のポイントは CCA と既存の流通経路との結

合にあったことから、CCA の促進より、むしろ、包括的なシステムをめざす SAT や PAT の構想につながっ

たのではないかと考えられる。 

実際、2014 年 1 月に前述のフランス農業アカデミーによる「地域圏フードシステム」（SAT）の文書が出さ

れた。7 月 4 日には、レンヌ宣言が発せられた。やはり自治体のアソシエーションである「フランス地域圏

協会」（l’Association des Régions de France：ARF）が、「SAT の概念を深め促進する」ことを宣言したものであ

る（ARF，2014）。レンヌ宣言の趣旨は、地域圏の発展のために、農業および食品政策を推進し、SAT を促進

すること、地域の経済開発、農業・農村の雇用の促進、自然資源の持続可能な管理の３つを重視するという

ものである。あわせて、農業と食のあり方の見直しを提示している（詳細は新山他 2021 参照）。 

同年 10 月に「農業・食料・森林未来法」（LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, 

l'alimentation et la forêt：LAAF）（以下「未来法」と記載）が定められ、「全国食料計画」の柱として「地域圏

食料プロジェクト（PAT）」が提示されるとともに、PAT の条項が定められた。PAT は、PNA と PRAD を

地域圏において統合し、SAT を目指すものとされた。夏には「未来法」のパブリックコメントが実施されて

おり、これらは軌を一に進められたといえる。 

 

４. PATをめぐる法と政策の体系 （図-1） 
2014 年の「未来法」は、「食料政策」の目的について、序章第 1 条Ⅰにおいて、「安全で、健康的で、多様

で、良質かつ十分な量の食料への人々のアクセスを確保し、雇用を促進し、環境・景観を保護し、気候変動

の影響の緩和に貢献すること」と定めた。  

序章第 1 条Ⅲに「全国食料計画（PNA）」が規定され、食料政策の実施目標として下記の３つの事項が示

された。また新たに、目標決定方針の地域圏への定着を確実にするために、地方自治体が目標達成のための

方法を指定することが加えられ、自治体のリーダーシップが明示された。 

① 食に関する教育・情報：食品のバランス、多様性、地元産品・季節産品、栄養的・官能的品質を促進（全

国栄養健康計画のガイドラインに準拠） 

② 食品供給の地域的近接性：CCA、農業生産者・加工業者・消費者間の地理的近接の発展を奨励（特に集

団給食、季節的な農産物、品質・原産地表示製品、有機農産物） 

③「地域圏食料プロジェクト（PAT）」の実施：この PNA と下記の PRAD の目的に沿った行動が PAT の

形態をとれるとされる。PAT の目的は次項で説明する。 

 PAT の具体的条項は、この PNA の条項とは別に、第３章第 39 条に定められている。 

 なお、PNA 文書では、社会公正、食品廃棄の削減、若者への食教育がコアとされ、公共調達と PAT がそ

の迅速な転換のためのレバーとされている。 
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さらに、「未来法」は、第 3 章第 38 条で「持続可能なレジオンの農業計画（PRAD）」の役割を、当該地域

の特性、経済的、社会的、環境的課題を考慮し、地域の農業・食品政策（産業政策）の指針を定めるものと

した。 

以上より PAT をめぐる政策体系は図-1 のように示せる。 

 

５. 「地域圏食料プロジェクト」（PAT）の条項とその意味 
（１）「未来法」の条項 

「地域圏食料プロジェクト」は、2014 年 10 月 13 日付の「農業・食料・森林未来法 」の序章第 1 条Ⅲ（Titre 

préliminaire Article 1-Ⅲ）および第 3 章第 39 条（Titre Ⅲ Article 39）に定められた。 

序章第１条Ⅲに、「全国食料計画（PNA）」と「持続可能なレジオンの農業計画（PRAD）」の目的に沿った

行動が、PAT の形態をとれるとされる。また、PAT の目的は「生産者、加工業者、流通業者、地方自治体、

消費者をより緊密に結び付け、地域圏内の農業と食料の質を向上させること」とされる。 

第 39 条では以下のように規定されている。後の説明のために番号を振るが、条項を示したものではない。 

① PAT は、地域圏内のすべての関係者と協力して開発され、農業経済の構造化および「地域圏フードシス

テム」（SAT）の実施という目的を達成する。それらは、地域圏化されたフードチェーンの強化、食品廃

棄や食料不安との戦い、CCA からの特に有機生産物の消費促進に寄与する。 

② 国、広域行政組織（第 4 節図-1 を参照のこと）、地方自治体、協会（association）、経済環境利益集団（GIEE）、

第 3 章第 38 条「持続可能なレジオン

の農業計画」（PRAD） 
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地域圏の農業者、その他の関係者が主導し、PRAD に定められた目的を達成し、パートナー間の公式契

約を結ぶことによって公式化される。 

③ 地域圏の農業と食料に関する診断の共有と、プロジェクトを実施するためのオペレーショナルな行動に

ついての定義が基礎にされる。 

④ 資金は公私いずれのものをも動員でき、独自のリソースを設けることもできる。 

 

（２）意味するもの 
以下さらに、2020 年 1 月のオクシタニ・レジオンやトゥルーズ・メトロポルにおける聞き取りや文献をも

とに、説明を加えておく。 

 フードシステムの全体にわたる見直し/代替的システムの考え方 

PAT がめざすのは、既存のフードシステムや市場と切り離した経路をつくるというこれまでの代替的シス

テムとは異なる。 

PAT は、「地域圏フードシステム」（SAT）形成のためのツールとされる。繰り返しになるが、SAT がめざ

すのは CCA などの代替経路に限定されない。それらを既存システムと結合し、また、フードシステム全体に

介入して、既存システムを地域圏レベルで変えようとするものである。そのために、PAT では、地域圏内の

フードチェーンのすべての事業者、自治体、そして消費者を緊密に結びつけようとしている。何より、食料

政策の目的を達成できるように、地域圏内の農業と食料の質を向上させることを目指すものである。 

また、そこでは、家族経営、中小規模の食品事業者、多様性、地元のものが大切にされる。しかし、都市

部の地域圏において自給自足は不可能であることが了解されている。したがって、圏内の生産物の供給シス

テムをつくろうとするものではない。圏内にとどまらず近隣の生産地域と結びつき、小規模で多様な生産で

も量を確保することも考慮されている。それは、地域圏の誰もが、質の良い食料を得られるようにすること

を明確な目標としているからである。 

トゥルーズ・メトロポルの事例では、近隣農業県との契約、域内のすべての学校給食の公共調達、また、

公益卸売市場による生産者や卸売事業者、地元小売・レストランなど関係者の接合がなされ、これらによっ

て量の確保を可能とするモデルを提示している。 

 社会課題への横断的視野  

SAT は、人々の健康、環境・自然資源の持続的管理、地域の経済、社会、教育の考慮につながり、PAT は

そのためのパートナーシップ行動を進める戦略的かつ運用上のフレームワークを提供するものとされる。こ

こでは、日本で関心が薄い食料そのものに的を絞ったが、この考えは強く共有され、実施されている。 

 フードチェーンの専門職業者の繋がりの強化  

SAT の実施のために、PAT では、フードチェーンのすべての関係者を集めることが重視される。「専門領域

の構造化」とも表現され、農業、食品事業者の専門的な仕事の役割が重視される。考慮すべき課題に横断的

に取り組めるようプロジェクトが組まれ、関係者が集められる。フランスでは、主要品目のフードチェーン

の各段階に、産業自らが組織し、産業の進歩と中小事業者の支援に取り組む専門職業組織（professional 
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organisation）が存在する。品目によっては、すべての段階の組織が集まった専門職業間組織（inter professional 

organisation）がある（註２）。地域支部があり、地域圏において関係者が集まるのは難しくない。 

 主導者  

自治体や広域行政組織（第４節図-1 参照）、アソシエーションがプロジェクトの推進者として重要な役割

を担う。そして専門職業者らと主導する。このような公共の介入と地域圏の重視は、EU における社会的市場

の概念を示す共通の特徴であり、公的主体の位置づけが北米とは異なるとされる（Jouen and Lorenzi, 2014）。 

 進め方：診断、議論、目標・工程の設定    

PAT は、地域圏の関係者の自発的意思により取り組むものであり、関係者が共同して開発する。 

地域圏の関係者が、現状の共同診断を行い、すべての関係者の議論によって目標・工程表を作成し、アク

ターを特定し、行動に移す、という手法がとられる。 

集まる関係者は、まず専門職業者である。組織があるため、議論は組織に持ち帰られ、組織で議論し、そ

れが PAT の議論に反映される仕組みになっていると考えられる。これによって幅広い議論が組織される。そ

こにさらに市民集団が加わることが目指されている。 

診断は、プロジェクトの進行管理を担当する自治体職員（訓練を受けた専門職員を雇用するところもある）

が行う場合、修士学生（最終年の６ヶ月のインターンシップ）、研究者の監督下の学生グループ、専門のアソ

シエーションに委託される場合がある。いずれにしても、診断を関係者でまとめ、共有することが大切であ

り、それが行動計画策定の第一歩となり、将来のガバナンスのための基礎になるといわれる。 

PAT は、以上のような行動のフレームワークを与え、資金を提供している。PAT の進め方についてガイ

ドが作成されている。後述の節を参照していただきたい。 

 

６. 公的主体とアソシエーションの重要さ 
PAT では、国、各レベルの広域行政組織や地方自治体という公的主体に大きな位置付けが与えられ、アソ

シエーションなどの組織の役割が重視されていることが特徴である。 

都市の食料管理の再検討は、地方自治体でつくるアソシエーションによる Terres en villes et al.（2009）、

Réseau rural français（2010）、International urban food network（2012）などの研究を通じて始められた（Perrin and 

Soulard，2014：p126）。公的主体の大きな役割については、ほとんどの文献が指摘している。公共の介入と地

域圏の重視は、EU における地域圏の結束（リスボン条約）、社会的市場の概念を示す、国を超えた共通の特

徴であり、北米とは全く正反対の公的主体の位置付けがみられるとされる（Jouen and Lorenzi，2014）。 

そこで、自治体など公的主体による全国規模のアソシエーションにどのようなものがあるかをみておきた

い。「フランスレジオン協会」（ARF）は前出により省略する。 

「フランス農村ネットワーク」（Réseau rural français：RRF）は、2008 年に設立され、MAA、「地域圏平等

委員会」（Commissariat Général à l’Égalité des Territoires：CGET）、ARF という公的主体によって共同パイロッ

トされている（メンバー：175）（註 3）。前述の研究プロジェクト（Terres en villes et al.，2009）を実施してい

る。また、「農村発展のための欧州農業基金」の資金による農村地域の発展プロジェクト（2014〜2020 年に
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27 箇所）に関与し、政策の検討・交流・議論に貢献、アクター間の対話を促進している。PNA にもとづき、

ブルゴーニュ・フランシュ・コンテ（Bourgogne-Franche-Comté）地域圏の PAT の支援もしている。 

「都市の農地」（Terres en Villes：TEV）は、アグロメラシオン・コミュニティ（第４節図-1 を参照）の農

業・食料政策関係者のネットワークであり、2000 年 6 月に設立された。25 都市で構成されている（註 4）。

都市と農業に関する議論を行い、農業経済と都市食料管理のプロジェクトに関与する。持続可能な SAT への

支持を宣言している。前述の RRF の 2009 年調査のリーダーを務め、PAT の活動に深く関与している（Bilan 

d’activité 2017-2018）。 

「PAT 全国ネットワーク」（Réseau national des Projets Alimentaires Territoriaux：RnPAT ）は、TEV が APCA 

（Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture：全国農業会議所） と共同でパイロットし、TEV がリーダ

ーを務める。27 の全国アクターまたはネットワークリーダーと 50 の地域アクターを含む 67 のメンバーが参

加している（註 5）。 

以上のように、フランスでは自治体のアソシエーションが発達しており、広い議論と連携の場となり、社

会的提案、調査研究やプロジェクト支援を行い、創造的な社会システムづくりを主導していることがみてと

れる。 

なお、欧州の組織であるが、「農村発展のための欧州農業基金」（Fonds européen agricole pour le développement 

rural：FEADER）がこの分野で重要な資金供給活動をしている。その法的基礎は、FEADER による農村発展

支援に関する規則（EU，2013）の条項「品質計画、地元市場・CCA の促進、生産者グループ、専門職業間組

織を通した一次生産者の食品チェーンへのより良い統合の促進に焦点をあてた、食品チェーンの組織化の促

進」（Article5 (3)）、「小規模企業の創設、多様性の促進や農村の地域発展による貧困削減および経済発展の促

進」（Article5 (6)）にある（註 6）。 

 

７. むすび：日本にどのように参照できるか 
 フランスの PAT は全てのレジオンで実施され、半数が大都市・大アグロメラシオン以上の地域圏で行わ

れている。詳細は第３節で示す。 

日本で地域圏においてフードシステムを強化する食料プロジェクトを実施するなら、日本もフランスのよ

うに共同体型社会なので、自治体が推進者となり、専門職業組織（者）を集めて議論する、その上で市民の

参加をうながすことが有効だと思われる（註 7）。自治体の動きが大切である。しかし、同時に、国が大枠を

提示することが必要であろう。 

国が食料政策、食料計画を示すことが重要である。そのなかに、地域圏フードシステムの強化、そのため

の地域圏食料プロジェクト実施の施策を加えることが望まれる。その際、くれぐれも上からの義務づけでは

なく、自発的な動きができるような施策が必要である。 

「食料・農業・農村基本法」があり、その元に基本計画がある。法には、将来にわたっての良質な食料の

合理的価格での供給、そのための農業と食品産業の健全な発展、さらに地方公共団体は区域の自然的経済的

社会的条件に応じた施策を策定し実施する責務をもつことが謳われている。農業政策、農村振興政策がある
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ように、この理念にもとづく食料政策があってよいはずであるが、明示されていない。現「基本計画」で食

料計画にあたるのは「食料の安定供給の確保に関する施策」であろう。しかし、需要の開拓、食品産業の競

争力の強化、輸出市場の開拓、そして国レベルの食料安全保障が示され、消費者については国産農産物の消

費拡大、生産者との関係強化があげられている。全体に産業振興策にとどまっている。食料の供給について

は、国レベルの自給率目標のみである。 

このように食料政策と食品産業政策が分離されていない。食料政策とは何かを明確にすることが必要であ

る。食料政策の目標は、生活者が十分な食料を入手できるようにすることである。一方、食品産業政策の目

標は、食品産業の振興にある。食品産業の状態は生活者がどのような食料をどのように入手できるかに関わ

るので、両者は重なる。しかし、目標が異なるので分離が必要である。そして、それぞれの政策の概念、実

施体制を明確にすることが求められる。 

食品産業政策においても、法の理念では、良質な食料の供給のために健全な産業の発展が謳われている。

その目的があってこその農水省が行う農業・食品産業振興であろう。 

さらに日本では、自治体が新しい枠組みで新たな課題に取り組む経験が積まれていない。深刻な状態にあ

る社会課題は多いが、実情がしっかり把握されていない。施策の基本方針を作成する場合のデータは、市民

アンケートなどですまされることが多く、方針案も行政が作成し、審議会はそれを承認するという色彩が強

いのではないだろうか。都市の地域圏の市民の食生活やフードシステムも、深刻な課題の一つである。どこ

から取りかかるかを検討するにするは、地域圏のフードシステムの状態をしっかりと診断し、それについて

関係者が共通認識をもち、弱いところを特定できるようにすることが何より必要である。この過程を関係者

でしっかり共有し、その上で、補強策を議論することが必要である。この活動が、地域圏のフードシステム

関係者同士の繋がりを強めることになる。このプロセスなしにプランを作っても形骸化する。 

また、議論や実施にあたって、目的に沿った行動をする能力をもつのはどのような関係者かを考えること

が必要であろう。例えば、フランスでは大手量販店は、地元の製品を宣伝しようとしているが、その経済論

理が必ずしも PAT の目的に沿っていないとみられ、参加は稀だとされる。日本では逆に、かつての CSR が

そうであったが、名を売る目的の参加が予想され、その結果、実態がともなわなくなる可能性が高い。 

主導する自治体は、部局の縦割りに陥っていることが多い。農業と流通の担当部署の壁、農業・食料と福

祉の部局の壁を取り払うことが鍵である。食品産業はもとより食料の担当部署がなく、新たに設けることが

必要なところが多いと考えられる。 

自治体の部局内、部局間、さらに関係者間で議論をいかに進めるか。日本では近年とみに議論を通して方

向を見出す力が欠けている。決して形だけの審議会めいたものにならないように、経験を積むことが必要で

ある。忌憚のない議論ができれば、適切な目標、計画を見つけ出せ、信頼が生まれ、取り組みが加速する。 

 （新山陽子） 

 

註 
1. 本稿は、新山陽子「地域圏フードシステムの構築―フランスの地域圏食料プロジェクトから日本のあり方を
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考える」『農業と経済』2021Autumn、29-45、および新山他（2021）をもとにまとめている。これらは、日本学
術振興会科学研究費（課題番号 19H00962）の成果の一部である。『農業と経済』2021Autumn（特集「地域圏
フードシステムーフランスを手がかりに、都市の食を構築しなおす」）では、日本のあり方についてさまざま
な局面から論じられているので、ぜひ一読いただきたい。 

2. 専門職業組織の成り立ちや活動については、新山他（2014、2017）を参照されたい。新山編著『農業経営の存
続、食品の安全』（フードシステムの未来へ２）昭和堂、2020 年にも収録。 

3. RRF の説明は同協会のホームページによる。URL は、https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais である
（2020 年 5 月 28 日閲覧）。 

4. TEV の説明は同協会のホームページによる。URL は、http://terresenvilles.org である（2020 年 5 月 28 日閲覧）。 

5. RnPAT の説明は同協会のホームページによる。URL は、http://rnpat.fr/#である（2020 年 5 月 28 日閲覧）。 

6. この項は、Jouen and Lorenzi（2014）にもとづく。彼らは欧州委員会のこの規則の提案（COM 2011，627 final）
にもとづいて論じているが、ここでは制定された規則を引用した。 

7. 自治体と専門職業者などが主導するフランスの動きとは別に、フードポリシーカウンシル（FPC）を設け、都
市食料政策に取り組む動きがある。米英が典型であり、市民運動として行われることが多い（立川 2021 など）。
日本でも市民活動が進むことは望ましい。しかし、もっぱらその動きによってフードシステムを包括的に見
直し、強化するのは難しいのではないかと考える。実際、川中の動きの欠如（ミッシング・ミドル）が指摘さ
れる。 

仮説的であるが、アプローチの違いの背景に自治制度の違いがありそうである。アメリカは、州も連邦が定
めたのではなく、自ら設置したものであり憲法も異なる。また、郡(county)までは州が設置するが、市町村に
あたる自治体は、住民が設立し、承認され法人格を得る仕組みであり、自治体が設置されていない地域が大半
である。社会の成り立ちが共同体ベースでない。個人が単位であり、住民が組織をつくる以外にガバナンスの
方法がないともいえる。 

フランスは中央政府があり、中央集権国家といわれるが、全土に地方自治体が配置された、共同体ベースの
社会である。また、専門職業組織などの中間集団が発達している。実情にはかなり違いがあるものの日本も同
じである。ドイツは連邦制だが、州の下に地方自治体が置かれており、共同体ベースの社会といえる。ドイツ
も FPC が広がっているが、各界から代表をだし、市と強い連携を行うなど、米英とは性質が異なるように思
われる（工藤 2021）。もちろんフランスでも市民の活動は盛んである。さらなる比較分析が必要であるが、こ
のタイプの社会では、住民の生活環境、地域社会を整える地方自治体や、専門職業組織の行動の効果が大きい
と考えられる。 
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第２節 フランス・地域圏食料プロジェクトの方法論－共同の診断と協議－ 

 

1. はじめに 
地域圏食料プロジェクト（PAT）は、農業を構造化し、より地域圏化されたフードシステムを通した食料

供給の実現を目的とするフランスの政策である。PAT に取り組む地域圏（territoire）は、目的や具体的なア

クションプランを策定する必要があるが、これらは「地域圏内のすべての利害関係者との協議により立案さ

れる（農業・食料・森林未来法 Article 39・2014 年）」。また、その協議や意思決定は、「農業と食料に関する

共同の診断（中略）にもとづく（同上）」。 

共同の診断と協議によるプロジェクトの構築というアプローチは、これまでもフランスの他の政策分野で

用いられてきた。農学、都市計画学、生態学、経営学など、さまざまな学問分野の影響を受け、方法論の多

様性があるものの、概ね「プロジェクト・アプローチ」といわれるアプローチに則っている。このアプロー

チは、調整されコントロールされた一連のアクションからなる独自のプロセスに関するアプローチである

（RnPAT 2018）。また、PAT そのものに関するアプローチは、PAT の法制化以前から存在する地域食料戦

略の取り組みから、連続的に蓄積されている。これらは地域独自の取り組みとして以前から各地に存在して

おり、それらが制度化・公式化され PAT が生まれたと考えられる。 

本稿では、法律文で PAT に欠かせない要素として位置づけられる「共同の診断」と「協議」が具体的にど

のように行われるのか、複数の PAT のガイドをもとにそのプロセス、方法などを検討する。PAT の構築に

は、自治体、フードシステムの関係者、市民社会など様々なアクターが加わるが、それぞれがどのような役

割を果たすことが期待されているのだろうか。加えて、フランスでは、すでに実際の事例の観察をもとに、

想定される PAT の失敗シナリオについての議論がある。これから日本型の PAT を実現する際に参考になる

と考えられるので、簡単に紹介する。 

 

2. PATの支援体制 
具体的な PAT 構築プロセスの検討に入る前に、PAT に取り組む自治体等に対する技術的支援がどのよう

に提供されているのか、支援を行う組織やその役割を確認する。PAT は、地域の関係者が自主的に構築する

ものであるが、地域の自力・自助努力では限界もあるので、外部からの様々な技術的支援の体制が整えられ

ている。支援は人材・資源が限られる中で、担当職員の専門性を高め、それぞれの地域ができることを拡大

し、より効果的な取り組みを増やすために重要な役割を果たす。 

最も代表的な支援組織に、農業省レジオン総局（Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et 

de la Forêt :DRAAF）がある。DRAAF は全国にあり、農村開発や持続可能な土地利用・開発に関する国の政

策の管轄地域での実施・監督を担う農業省の機関である。PAT に関しては、公的な支援提供者であり、地域

のアクターによる共同の診断への支援やガバナンス機関（＝プロジェクトの実施主体。自治体など）による

様々なアクションのコーディネーションに対する支援を行なう。個々の取り組み主体への伴走的支援が行わ
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れ、研修も提供されている。加えて、先行する取り組み成果をもとにガイドの作成・公表も行なっている。 

次に、PAT 全国ネットワーク（RnPAT） は、PAT の実施主体（自治体など）が会員となり、情報交換や

経験の共有・蓄積を行うためのアソシエーションである 1。PAT 構築における診断・協議の方法論や PAT の

評価手法を開発することを目的にしている。 

さらに、診断や地域の戦略の策定に関して近隣の研究機関や大学、地域発展に関わる非営利のコンサルテ

ィングを行うアソシエーションなどとの連携が進んでおり、適切な調査研究組織との連携体制構築ができて

いるかは、公的な PAT 認証の審査対象にもなっている。本稿で紹介する PAT 構築に関するガイドも、これ

ら支援組織により取りまとめられたものが中心である。 

 

3. PAT構築のプロセス 
ここから、複数のガイド 2を用い具体的な PAT 構築のプロセスを検討する。PAT は「共同の診断」と「協

議」から構築されるが、政府が示す公式・標準の手順は存在しない。PAT では、「自主性」が重視される。

地域の課題や解決策は、一定の共通性はあるものの、地域の農業や食品産業、流通、消費者の状況により固

有である。それぞれの地域のアクターの特徴や役割も異なり、それゆえに最適なガバナンス組織の形態や実

行可能な解決策も異なる。そのため、画一的な手順の提示はなされない。フードシステムの課題やその具体

的な解決策は、実際のフードシステムの関係者が自ら見出していくものである。 

これに関連し、PAT 構築の前にどの地理的範囲を地域圏として取り組むか、ある程度決定する必要がある。

フランスの PAT は様々な規模で実施することが可能である。コミューンのように小規模な自治体単位で取

り組むことで、地域内のアクターの連携は取りやすくなる可能性があるが、その分地域内のアクターの数も

フードシステム上の役割における多様性も限られ、実現可能な PAT には限界も出てくる。反対に、取り組

みの地理的範囲を拡大しすぎると、人々の活動に一定のまとまりがある範囲を超え、アクター間の近接性が

失われ、含まれる地域の異質性が高くなる。効果的な PAT の実施は難しくなると考えられる。 

下記で示す具体的な PAT 構築のプロセスは、主に DRAAF Languedoc-Roussillon（以下 LR3）のガイドを

ベースにしているが、説明が限られている部分もあり、他のガイドにおける内容を適宜統合した。このプロ

セスは、はじめに「質が高く地域的な食品を生み出す原動力となるアクターを特定する」ことから始まり、

「市民を巻き込む」までの６つのステップで構成されている。以下がその詳細である。 

 

（1） PAT 運営体制の準備と地域のアクターの事前の特定（Step１） 

この最初のステップでは、PAT の全体の進行管理の役割を持つ PAT 実施主体が中心になり実施する。具体

 
1 これ以外にも、重要な取り組みとして、先行して取り組みが具体的な成果を得られた地域には、良い方法を他の地域に広げ
るために、ガイド・ツール等を作成することが推奨され、そのための資金も提供されている。取得には、具体的な成果の証明
が求められる。 
2 DRAAF LR のガイド、DRAAF Auvergne のガイド、IUFN・Gironde のガイドを用いた。 
3 ガイド出版当時。現在は Midi-Pyrénées との合併により、Occitanie となった。 
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的にはメトロポルのような多数のコミューンが連合する広域行政組織（EPCI）などの自治体組織が実施主体 

 

表１．PAT の計画・進行管理に関わるアクター 

 

 

 

 

出典：DRAAF LR 2015、DRAAF Auvergne 2015 

 

になることが多い（表１）4。また、プロセスを開始するにあたり、PAT の実施主体は、管轄の DRAAF 等

政府機関、農業会議所、研究機関、アソシエーションなど技術的支援を提供する外部組織との連携を開 

始する（DRAAFLR 2015）。加えて、フランスでは、地域の議会で何らかの承認がなされなければ、自治体

が予算や人員を割いて活動することが難しい。そのため、事前に議会承認のための議員との連携も必要にな

る（IUFN, Gironde 2016）。 

実際に行動を開始する前に、質が高く地域的な食品を供給するための原動力となる可能性があるアクター

を、ある程度特定する必要がある。PAT 実施主体は、生産、流通、消費のフードシステムの流れに従い、表

２のように地域のアクターを網羅的に特定する。例えば生産者には農協から市民農園の組織など商業的・非

商業的な生産者を含み、加工業者としては職人的な加工業者から工業的な加工業者までが含まれるなど、食

料供給に関わるアクターの多様性が配慮されている。卸売業には卸売市場も含まれる。また、仲買・流通業

者としては、スーパーマーケットにあたる大規模・中規模流通業者だけでなく、フランスで重要な機能を持

つ野外マルシェの運営組織等、小規模な食品小売店が含まれ、飲食業や集団給食も含まれる。消費者では、

個別の市民も含まれるが、食に関する活動を行う既存のアソシエーションも重要なアクターとなる（DRAAF 

LR 2015）。 

DRAAF LR のガイドのこのステップでは、個別の市民や事業者よりは、組織化された事業者や市民の参加

が想定されている。フランスの合意形成で組織の意見が尊重されるのは、一個人の意見と異なり、一定の集

団を代表する意見であるためと考えられる。 

このステップの最後には、特定されたアクターの集団が十分に代表性を持っているか（＝関係があるにも

関わらず締め出されているアクターがいないか）、リストアップしたアクターの妥当性を改めて点検する必

要がある。特に、経済的弱者などの合意形成へのアクセスがもともと難しい社会集団が十分に参加できてい

るか、検討する必要がある（DRAAF Auvergne 2015）。 

 

（2） PAT に動員可能なスキル、部署、人員の特定（Step２） 
 

4 その他、フランスでは、自然公園、地域農村調整センター（PETR）などが母体になる場合があるが、営利組織は PAT の実
施主体になることはできない。 
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次に、ステップ１で特定されたアクターの中から、PAT に動員することが可能なスキル、サービス、人員

を特定する。この時、動員される人員の専門性・経験が重視される。具体的には、例えばフードシステムの

組織化に従事した経験、協議の場を形成する経験などが該当すると考えられる。 

 

表２．PAT 構築における地域のアクター 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

出典：DRAAF LR 2015  

 

ここでは特に自治体と支援を提供する組織（PAT の運営委員会のメンバー）について、誰がどのような役

割をはたせるか見当をつける作業が行われる。PAT では、農業や食料の問題に、これまでの部門間の壁を超

えて取り組むことが望ましいと考えられており（Maréchal et al. 2019）、部門横断性を考慮した特定が必要に

なる 5。例えば、自治体では、中心となる担当部門や人員を特定するだけでなく、PAT で扱う健康、環境、

教育など多様なテーマに応じて連携することができる全ての部門や人員も特定される必要がある。ここまで

が、Comité de pilotage と呼ばれる運営側の組織の準備を行う段階にあたる。 

 

（3） 活動のテーマ、地理的影響範囲に従いアクターを位置づける（Step３） 

ステップ３では、PAT に組み込むことができる地域のアクションやそのアクターを特定し、それらの関連

性を整理し、位置づける。様々な方法があるが、図１はその一例で、Perpignan（ペルピニャン）という中規

模都市の PAT を整理した図である。横軸がどのようなテーマで活動しているか、縦軸が活動の地理的な影

響範囲を示す。Perpignan は都市としては比較的規模が小さく、大都市とは PAT に含まれる取り組みの内容
 

5 PAT が政府から認証を受け、公認 PAT になることで、公募での資金調達の可能性が高まる。この認証審査においても、取
り組みが一部のテーマのみを扱うのではなく、横断的なものであることが求められる。地域圏フードシステムの構造化が欠か
せないテーマとして中心にあり、そこに環境、教育、文化、社会的不平等、廃棄物など様々な側面の取り組みを組み合わせる
ことが求められている。 
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が異なるが、図１は「位置づけ」がどのように行われるか理解するために有用である。またテーマごとにア

クターがどのような役割を果たすことができるかや、連携についても検討を行う。ここでのテーマとは、具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．2012 年時点の Perpignan の取り組み図 

出典：Perrin and Soulard (2014)をもとにした DRAAH LR (2015)から転載 

 

体的には健康、生活の質、農地などである（DRAAF LR 2015）。 

各アクターがすでに行なっている活動やアクターの能力が、PAT のアクションのためのツールやレバーに

なる可能性がある。そのため、彼らの既存の行動、他の行動に関与する意志や可能性についても、把握する

ことができればなお良い（IUFN Gironde 2016）。 

 

（4） これまでの活動について共同で自己診断を行う（Step４） 

ここまでのステップは、ヒアリングや支援組織への相談などを含むが、基本的には PAT の実施主体によ

って行われる。ステップ４からは本格的に地域のアクターが参加し、共同で現状等の自己診断を行う。この

診断は、これから PAT に関わる地域のアクターが、共同で地域の生産、流通、消費の現状を把握し、協働の

プロジェクトを正式に開始するための共通の出発点をもつために行われる。地域にすでにある自発的・公的

取り組みを確認し、どのような取り組みが欠けているか検討する（DRAAF LR 2015）。すでに存在する取り

組みも、それらを PAT でまとめ連携を高めることで、より高い効果をあげる可能性がある。そして、そのそ

れぞれについて、実現のための具体的手段や障壁を特定することも必要である（DRAAF LR 2015）。 

DRAAF LR のガイドには、網羅的でないとの断りがあるが、検討すべきことが例示されている。表３は、

これに他のガイドにある診断項目を追加した。まずどの PAT でも必ず行うのが、地域のフードシステムの

構造の診断である。ここには量的な把握と質的な把握が含まれる。量的な把握については、農業や食品、そ
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の他の関連する統計データ、既存の研究結果、調査結果等が用いられる。この部分はすでにある程度地域に

関する統計データをまとめている農業会議所、DRAAF の支援や、研究機関等の研修制度を活用するケース

が見られる 6。既存のデータが得られない部分や質的な把握については、資金があれば新たな調査を依頼・実

施する場合もあるが、一般的には、地域のアクター自身が普段の活動を通じて知っていることを共有するこ

とで、地域の状況の把握を試みる。 

 

表３．地域圏フードシステムの診断 
経
済
的
側
面 

テリトワールの診断 
・ 地域内の消費者の需要と生産者の供給を共同で測定する 
・ 食品への地域ごとの地理的・経済的アクセス状況 
・ 地域の住人の食慣行、何を求めているか 
・ 多様で品質の良い食品を届けるための流通や加工、小売の状況の評価 
距離が近く短い食品経路の診断 
・ 地域の農業セクターの構造化を支援しているか（例えば地域の食肉加工場の整備、地域

認証など） 
・ 有機農業や距離が近く短い食品経路の生産者の就農を支援しているか 
・ 地域のお店やレストラン、（職人的）食品加工業者などに向けて、地元の農産物の活用

を推進しているか 
・ 地域の消費者、生産者、その他のフードチェーンの関係者間の関係づくりを促進してい

るか（年報、プラットフォーム、ウェブサイト、フェアなど）  
・ 地域の旬の商品の流通・販売が促進されているか（共同販売所、ファーマーズマーケッ

ト、AMAP など） 
・ 地域内で、食料供給の物流を改善する計画をしたか 

社
会
的
側
面 

アグリツーリズム 
・ アグリツーリズムの発展を支援しているか 
・ テロワールとガストロノミの遺産を知ってもらうための包括的戦略や文化イベントを

展開しているか 
責任ある消費 
・ 公共の集団給食契約において、地元産および／または有機の製品を支援しているか 
・ 地域圏で、住民の食習慣を変えるための情報戦略を展開しているか（料理教室、栄養に

関する助言、廃棄物対策の推進など） 
・ 子供向けの食育プロジェクトがあるか（味覚の教室、休み時間の果物キャンペーン） 
・ 土地利用計画では、集合菜園（家庭菜園、共有菜園など）のための場所が提供されてい

るか 
社会的弱者 
・ 困難な状況にある家族が質の高い食品を入手しやすくするための措置を支援している

か 
・ 職業復帰を支援するための農業活動を支援しているか 

環
境
的
側
面 

農地 
・ 他の政策に由来する計画文書（地域圏調和スキーム, 地域都市計画）には、農地保護の

ための措置が含まれているか  
・ 農地の変遷を観察し、必要に応じて介入的に土地を購入するためのツールが備えられ

ているか  
・ 地域圏の住居地区計画の中に、短経路流通食品の生産専用スペースの確保を組み込ん

でいるか   
農業生産の方法とその影響 
・ アグロエコロジー的転換（有機農業の発展、持続可能な農業、ゼロフィトプログラム）

を支援しているか 
・ 地域のテロワールに適合する、多様な家畜品種や植物品種の育種を奨励しているか 

 
6 修士課程等の学生が研修（一般より低いが給与あり）として、依頼組織との連携、研究者・教員の指導のもとで調査に取り
組む。学生にとっては専門分野を活かして実際に社会に貢献する良い経験になり、単位認定や履歴書に書くことも可能で、収
入が得られる。依頼側にとっては調査費用を抑えつつ、一定の品質の調査を委託することができる仕組みとして活用されてい
る。 
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廃棄物の発生と管理 
・ 食品廃棄物や廃棄物削減に関する意識を高めているか  
・ 農業廃棄物の分別収集を行なっているか、食品廃棄物はどうか 

出典：DRAAF LR 2015, DRAAF Auvergne 2015 を元に作成 
次に重要なテーマとして、短い食品経路の状態についても診断が行われる。フランスでは人々の間に距離

が近く短い食品経路から供給される食品が不足しているということについて一定の社会的合意があり、その

強化が PAT では重視される 7。PAT では、単なる個別の取り組みではなく、地域の生産者の商品をより多

くの人に届けるためにグループ化を行ったり、可視性を高めたり、卸売市場と結びつけたりといった取り組

みが意図されている。 

食品店へのアクセスに関しては、図２のように地図化し、どの地域で特に改善の取り組みが必要か分かり

やすく示すことに成功した自治体もある。それぞれのコミューンの中心的、周辺的などの商業上の位置付け

を色分けするとともに、中心的な買い物の場所については５つの項目（買い物の雰囲気、商店の継続性、お

店の物理的アクセスのしやすさ、駐車のしやすさ、商品の分かりやすさ）で評価し、信号のように示してい

る。 

 

 

図２．Loire Layon Aubance（コミューン連合）におけるコミューンごとの食料アクセスの診断と地図化 

出典：Agence d'Urbanisme de la Région Angevine が作成した。Chambre d’Agriculture Maine-et-Loire (2017)から転載。 

 

加えて社会、環境の側面の検討も行われる。社会的側面の検討としては、アグリツーリズムの中で遺産や

文化としての地域の食がどのように扱われているか（食文化、地理的表示製品など）、公共の集団給食におけ

 
7 この点に関してフランスの PAT の目的は、地域内食料自給ではなく、あくまで近接性を持った流通と広域流通のバランス
をとることにあることに留意しなくてはならない。 
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る責任ある消費の実践状況（地元産や有機の製品を支援しているかなど）、経済的困難を抱える家族が質の高

い食品を入手しやすくするための措置を支援しているかなどの検討も行われる。 

最後に環境的側面については、農地に関して、既存の各種地域計画文書に、農地保護のための措置が含ま

れているか、農地の変遷を監視し必要に応じて介入的に土地を購入するためのツールが備えられているかな

ど、農業生産方法をめぐり、アグロエコロジー的な農業慣行への転換を支援しているか、テロワール 8に適合

する地域品種の使用の奨励などが含まれる。加えて、農業や食品の廃棄物に関する意識向上や分別収集など

廃棄物管理に関する検討も提案されている。 

例えば、トゥルーズ・メトロポルではこのステップに関して、集団給食とその他のテーマに分けて診断に

取り組んだ。集団給食は、もともと自治体が関わる流通経路で、PAT でも取り組みやすくかつ重要なテーマ

である。まず 37 コミューンに対する調査をもとに、議員や自治体の技術職員らによる方針決定のための協

議を行った。続いて様々な関係者約 60 人がミーティングを行い、卸売市場等を通じて構造化された地域食

品の供給に関する情報、購入者側の考えを共有し、関係者らがお互いのニーズの理解を深めることができた。

ここでの関係者とは、学校給食の管理者、集団給食受託会社、企業内レストランの管理者、畜産生産者のア

ソシエーション、慣行農業または有機農業の地元生産者などである（Conseil de Toulouse Métropole, 

Délibération 10/10/2019）。 

その他のテーマについては、上記とは別に地域の関係者約 90 人が集まり、テーマ別ワークショップを実

施し、診断とアクションプランの構築を行なった。関係者は、PAT の目的と範囲を共有し、関連する既存の

取り組みをまとめ、何が不足しているかを確認し、短期的または長期的に実施すべき追加の取り組みを特定

するアクションプランを構築した（同上）。農業、国の地方管轄機関、地方自治体、物流・流通・貿易の経済

的アクター、教育・研究・アソシエーション、イノベーションプロジェクトの実施主体など様々な関係者が

参加した。関係者の協議を経て作成されたトゥルーズ PAT の具体的なアクションプランの内容は、第４節

の表に掲載されている。４つの大きな柱や、それらに含まれる具体的なプロジェクトやその目的、それぞれ

の具体的なアクションが示されている。 

このように診断の活動を地域のアクターが共同で行うこと自体が、関係者同士の出会いや交流の機会を作

り、新たな取り組みを生み出す効果を持つと考えられている。また、初期の診断は、時間をかけて完璧に行

う必要はなく、この後も PAT を継続しながら繰り返し行い、少しずつ深めていくものと考えられている。

また、実際には声をかけても地域の特定のアクターがプロセスへの参加の意思をもたないということは起こ

りうるが、この共同の診断を効果的なものにするためには、できる限り多様な背景を持ったフードシステム

の関係者が早い段階から参加することが望ましい。地域のフードシステムに関する関係者の経験や知識は、

それぞれの主体の普段の活動に関連して蓄積されたものである。そのため、現状や課題について関係者自身

が最もよく知っていると同時に、それぞれが局所的な見方や考え方を持っているからである。それらを集め

ることで、より普遍的な現状の把握や効果的で実現可能な解決策に近づくことができる。診断に参加する関

 
8 地域特有の気候・土壌などの自然条件と、そこで形成された伝統的な savoir-faire（スキル・能力）の相互作用の空間。 
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係者は、その後実際のアクションを起こしていくメンバーになりうる。 

 

（5） 具体的なプロジェクトとその各段階についてのガバナンスを考える（Step５） 

次に５つめのステップとして、プロジェクトとその各段階についてのガバナンスを考える必要がある。こ

のステップで検討すべきこととしては、推進力、ネットワーク化、実行、ガバナンスの 4 点がある（DRAAF 

LR 2015）。 

推進力の観点では、プロジェクトリーダーの正当性、現状や関心の共有、情報共有、相談、協議、共同決

定の方法について検討し、また協議機関とは異なる意思決定機関を設置すること、そして地域での PAT 構

築の開始を決議するなど政治的な支援をどのように得るかの検討も必要になる。協議機関と意思決定機関の

詳細についての説明はないが、複数の PAT の例をみると、協議機関はステップ１で説明したようなフード

システムのより多様なアクターによって構成され、協議の場となるものと推測される。ワーキンググループ

のような形でテーマごとに設置され、構成員（＝関係する主体）が異なることも多い。一方、意思決定機関

は、運営委員会（Comité de pilotage）と呼ばれることも多く、プロジェクトの円滑な遂行のための最終的な

意思決定を行う。 

ネットワーク化では、関係者の連合組織を作り、ダイナミックに活動を開始することが求められる。この

際、すべての関係者を考慮すること、それぞれの役割・使命を明確にし、確立する必要がある。ここでの組

織というのは、形のみ協議会を作れば良いというのではなく、実際に構成員が日々役割を果たし、議論し、

PAT の目的に向けて活動していく組織を作ることがイメージされている。 

実施に関しては、実行プランを策定し、活動を持続化させ、達成度と進捗の指標を設定することが求めら

れる。取り組みは実施して終わりではなく、評価し、評価を次の活動に反映させる仕組みが必要と考えられ

ている。PAT の効果の評価方法については、確立したものがなく、前述の RnPAT で、現在開発が行われて

いる。 

ガバナンスについては、さらに内部組織、プロジェクトの空間、パートナーの検討に分かれる。内部組織

については、農業や食品の問題に関し、関係する地域の議員を特定し、これらの議員に対し、地域のエンジ

ニア（整備、経済開発、観光、教育、健康、環境、持続可能な開発など）との連携の体制を構築する 9。 

プロジェクトの空間の検討では、環境、地域開発、健康などに関する既存の国家政策上の地域計画で、農

業や食品の課題がどのように扱われているか（または扱われていないのか）を確認する。また、農業発展と

食品品質を扱う地域独自のプログラムを開発しているか、農業や食品のモデルの転換について話し合うため

の、公式または非公式の地域協議の場があるかなどを確認する。これらがない場合は、新たに構築する必要

がある。すでにある場合には、それらの活用や連携を検討する。 

パートナーの検討では、すでに存在する食に関する他の地方自治体との連携の現状や可能性を検討する。

地方（pays）、県、レジオンなどより大きな行政単位での連携や、自然公園、ローカル・アクション・グルー

 
9 フランスの地方議会議員は、地域の代表として地域の声を届けることや、地域の課題を解決するための具体的な取り組みの
実現に向けた動き・支援を活発に行なう印象がある。 
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プなどの圏域での取り組みがすでに存在する場合がある。また、欧州、国、レジオン、県などからの技術的、

財政的な公的支援や民間支援についても検討があらためて行われる。加えて、フランス国内や世界の他の地

域との分散型協力関係において、食品問題を扱うことも検討される。 

 

（6） 市民を巻き込む（Step６） 

最後に市民を巻き込む。ここまでのステップで、参加の場が整えられ、組織されていない市民も含むより

多くの市民の参加が可能になる。ただ意見を集めるだけでなく、内容の修正が可能な段階で市民を含めた意

見表明の機会を備えることが望ましい。新型コロナウイルス感染症が蔓延した影響で、集会ができず、イン

ターネット上で一般市民の意見表明の機会を設ける PAT も存在している。 

市民参加により、地方議員の任期にとらわれず、地域の食料ガバナンスの仕組みを継続させることが可能

になると考えられている（Perrin and Soulard 2014）。この点に関し、フランスでは、以前から農業政策を考

える際、組織化されたプロフェッショナル（フードシステムの関係事業者の組織）が合意形成を行なってお

り、プロフェッショナルだけでなく、アソシエーションや市民が積極的に合意形成に加わる点が、PAT の新

規性とフランスではとらえられている。一方、日本では、プロフェッショナルの組織は存在するが、産業全

体の意見を集約する機能や産業の公益性を保つための活動など、プロフェッショナルとしての機能を十分に

果たせていない。スタート地点の違いをおおいに認識する必要がある。 

 

4. どのような PATが失敗なのか 
DRAAF LR のガイドの中で、モンペリエ大学の Michel 氏が PAT に取り組む意義を次のように説明して

いる。フランスでは、食に関することは、歴史的に国や欧州レベルの政策で扱われ、それら政策を地方自治

体のそれぞれの管轄部門が権限と手段に応じて実施する部門別の動きとして存在した。そのため、部門文化

の違い（例えば農業と集団給食など）やテーマごとに（県とコミューンのように）管轄組織の地理的範囲が

異なるなどして、関係者間の協力が困難であった。例えば、短い食品経路の発展と集団給食の改善を結びつ

けること、食品廃棄に関する民間のアクターと公共のアクターとの連携をとることなどが難しかった。その

ため地域に特定の仲介役をそなえ、接点を持つための特定の場を作り出すことで、様々な協力を容易にする

必要があった。そこで、都市のフードガバナンスの公式化が求められた。PAT もこれに追加的なステップを

与えるものである。つまり、フランスでもフードガバナンスは完全な状態とは見られておらず、その改善に

PAT で取り組むとされている。一方、日本の状況を省みると、そもそもガバナンスの方法が明示的に認識さ

れていない段階であると考えられる。 

部門横断的な連携に関連しては、Maréchal ら(2019)が提示した PAT の失敗のシナリオでも論じられてい

る。１つ目の失敗のシナリオは「制度的膠着」と名付けられた。このシナリオは、PAT に取り組むための十

分な財政、人員の確保や技術的支援が提供されないことが原因で起きる。十分な資金、人員、ノウハウをも

つ、より恵まれた大都市の自治体が PAT に取り組むことができる一方で、他の自治体は制約のなかで取り

組むことを迫られる。そういった自治体は、最も緊急性の高い問題のみに取り組むか、既存の取り組みを優
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先せざるを得ない。地域圏内の協議プロセスの進行に関する技術的なリソースやノウハウも不足し、取り組

みの柔軟性が失われる。その結果、標準化され非常に似通った手順がとられるようになる。そのために、PAT

を実施しても食に関する職業分野や部門の壁を越えた連携は困難になる。 

このシナリオには部門の壁の打破以外にも問題がある。それは、都市と農村の関係、あるいは消費者と生

産者の関係に変化をもたらすことがない点である。「持続可能な都市」が推進され、都市の食生活は重視され

る。一方で、都市近郊の農村部は食料供給地として位置づけられ、PAT を実施することができる大都市の影

響力が増し、農村部と都市部の断絶、あるいは農村部の従属化が進む。都市の要求とグローバル化した市場

の支配のもとで、農村地域はますます自律性を失う。 

地元の産地で評価される食材を集団給食に提供するための取り組みは活発に行われる。しかし、多くの生

産者は PAT に関心を持つことがない。なぜなら、集団給食における取引で求められる条件（量の確保など）

を満たし取引に関わることができる生産者は限られているからである。また、産業発展や輸出市場の論理の

方が魅力的だと感じる生産者もいる。 

そして、PAT のための委員会や会議が多く開かれる一方で、実際にフードシステムの転換を達成するため

の取り組みは、その性質、効果範囲、数の全てにおいて十分に実施されはしない。大都市の PAT では、（一

方的という意味で）情報伝達が PAT の重要な要素になってしまう。 

このようなシナリオの発端が、すでに観察されていると Maréchal らは指摘する。ミラノ協定に署名した

フランスのいくつかの都市は、現場での具体的な取り組みよりも、ガバナンス面での成果（協議体、フード

カウンシル）を饒舌に語っている。 

もう一つの失敗のシナリオは、「何も変えないために全てを変える」と名付けられた。このシナリオでは、

地域のフードシステムの再構築は実現されない。なぜなら、変化を拒む諸組織が、PAT のプロセスを支配す

るために組織化するからである。特に、支配的な農業団体は、生産や生産者の収入の問題が中心となるよう

に誘導する。既存の食品加工業や流通業の組織も、影響力がもてる現状を維持することを正当化しようとす

る。部門の壁が高い自治体では、農業の担当議員にあらゆる判断が委ねられる。 

供給される食品の本質的な品質や環境的品質の問題に取り組まれることもなく、人々の手に届く食品の品

質や多様性が大きく変わることもない。食品供給が「ローカルであること」は重視されるが、ローカル性は

生産・加工・流通サイドの都合に応じて、県とも国とも解釈される曖昧なものとなる。地域的で小規模なア

クションや現行のシステムに代替するような取り組みへの支援が、明確に排除されるわけではない。しかし、

大規模流通事業者（大手スーパー）が店舗周辺の土地を開発し管理するなど、支配的プレーヤーによる地域

供給の統合戦略は増える。これは、技術的ノウハウがあり、一定の経済規模をもつことを条件にする地方自

治体、国、EU の支援とも結びついている。環境や農業の質の問題は扱われず、食品業界のパワーバランス

も変わらない。例えばパーマカルチャーのような小規模な取り組みは、生産者としてではなく、消費者への

コミュニケーションの手段として位置づけられる。 

このシナリオについて、Maréchal らによると、すでに一部の地域では「苦しんでいる」農業界への支援を

主な内容とする PAT が構築されている。この場合の PAT は、農業が現在得ている公的支援（国や欧州）を
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強化するための取り組みでしかない。目的は、消費者の地域の食品を購入する意欲を高めることにあり、一

種の非関税障壁を構築することである。 

それでは、Maréchal らにとって、どのような場合に PAT は成功しているといえるのであろうか。それは、

簡潔にまとめると地域のフードシステムを実際に変えていくための意欲的な取り組みが自治体・民間双方に

充実し、部門の壁を乗り越えて関係者が連携することで、それらが相乗効果を生み、実際に地域単位でフー

ドシステムの転換がもたらされることである。 

 

5. おわりに－日本における PAT実現に向けて－ 
PAT では共同で診断を行うことで現実を確かめ、様々な専門性を持ったフードシステムの関係者が知恵を

持ち寄って議論する。これにより、これまで部門別の政策では解決できなかった課題に対する創造的な地域

独自の解決策を生むことが可能になる。一方で、PAT はとにかく決まったプロセスを実行すれば効果が得ら

れるようなものではなく、有効に機能しない可能性が多々あることがわかる。 

日本で PAT のような政策を実施することを考えると、どのような関係主体がプロジェクトの構築に加わ

ることができるのかが、一つの大きな課題になると考えられる。フランスの PAT では組織化された関係主

体や市民の参加が重要であった。ところが日本では、生産者や加工・流通・小売を担う事業者の水平的・垂

直的組織化がフランスに比べ十分でない状況がある。水平的組織はある程度存在するが、合意形成がなく、

意見集約や代表機能が機能していない場合も多く見られる。消費者についても、多くの組織されていない消

費者が PAT 構築のプロセスにどのように関わることができるかという課題が存在している。一方、生協な

ど日本のフードシステム独自のアクターも存在する。 

加えて、フランスではアソシエーションの多様性が高く、専門性が高い点で日本と異なる。そのため、PAT

にまとめることができる自発的な取り組みや、PAT 実施主体と協働できる人材が地域内にすでに多く存在し

ている点で異なる。 

日本でも、協議や共同の診断を重視するアプローチは必要であると考えられる。これに関しては、これま

での政策でとられてきた方法と異なるので、協議や診断、ガバナンスの方法論に関する議論を蓄積する必要

があり、自治体のスキル、経験が不足することも想定され、解決すべき課題が多い。自治体にもよるが、部

局横断的取り組みの経験も少ないと考えられる。 

第４節で紹介した PAT の失敗は、多少状況は異なるものの、日本でも起こる可能性がかなり高いように

感じられた。どのようにしたら実質的な効果につながらない取り組みを避けることができるのか、どのよう

にしたら地域が能力を発揮し自発的に地域のフードシステムの見直しに取り組むことができるのか、議論を

重ねる必要がある。 

(大住あづさ) 

 

付記：本稿は、大住あづさ「フランス地域圏食料プロジェクトの方法論―共同の診断と協議」『農業と経済』

2021Autumen：148-164 の再掲である。 
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第３節 PATの分布と活動分野：都市での広がり 

 

フランスの「地域圏食料プロジェクト」（PAT）の実施状況を、PAT 実施者のアソシエーションである

RnPAT の調査レポート*をもとに、紹介する。 

＊RnPAT (2020) “Les Principaux Enseignements du Premier Cycle de PAT (2014–2020) “ 

 

1. PATの分布と運営者 
フランス全土で 197 の PAT が動いている。取り組みは、96 都府県中 82 都府県と 6 つの海外領に広がる。

対象地域の人口は約 3,120 万人で、フランスの人口の約 47％を占める。１つの PAT は、平均的に 78 のコミ

ューン、人口約 162,500 人で構成されている。 

PAT の 34％弱は、都市で管理されている。ただし、PAT は何よりも農村、都市周辺部、都市部のバラン

スを築くことを目的としており、農村性を否定するものではないとされる。早くに普及したオクシタニやニ

ューアキテーヌ地方は農村部であった。 

PAT のおよそ９割は、EPCI（自治体間協力型広域行政組織：第４節 図１参照）とプロジェクトの地域圏

（les territoires de projet）によって運営されている。その内訳は、都市自治体間の共同体（33.5％）、プロジェ

クトの地域圏（30.5％）、コミューン共同体（22.8％）、いくつかのコミューン（3.1％）、海外県の特定の地方

自治体（0.5％）である。このうち都市自治体間の共同体やコミューン共同体は、EPCI である。国や DRAAF

（農業省レジオン総局）はこうしたコミュニティ（地方自治体や地方公共団体）による主導を優先している。 

アソシエーションが PAT を主導するケースは限られていたが（プロジェクトリーダーの 2％）、その後さ

らに減少し、二つが自治体間組織主導に替わった。また、農業会議所が PAT を保持するのは 2 つのみであ

る（PAT 全体の 1％）。農業会議所は、PAT の共同パイロット、診断の管理、行動の管理・実施などに関与

することが多い。県は当初は PAT の 5％を担当した。ところが、県は独自の食料戦略と行動を発展させず、

農業会議所とともに地域毎の PAT を調整することに留まった。県内には異なった地域的なまとまり（テリ

トワール）があり、一つのまとまりの単位にはなりにくいためと考えられる。 

PAT の地域分布は均一ではない。オクシタニは PAT の数が最も多い。これは、DRAAF ラングドック・

ルシオンが食のための地域圏の活動を先駆的に行ってきたことによる。一方、イル・ド・フランスは、数が

最も少ない。それは、食料政策を都市問題ではなく農業政策に結びつける農業的アプローチを主流としてき

たことによる。 

 

２. PATのタイプと活動分野 
活動分野は、６つの分野の行動（食料経済、文化とガストロノミ、健康と栄養、社会的なアクセス可能性、

環境、都市化と地域圏の地域計画＊）を対象にして把握され、分野横断性と転換（transition）への関与から評

価し、二つのタイプが抽出されている。ここにいう「転換」とは、新たな社会やフードシステムへの転換を
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意味し、そこには環境的要素が含まれる。 
＊地域計画が行動に含まれるのは、先にみたように PAT の運営者には EPCI が多く、EPCI は農業政策や食料政策の権限を

もたないため、EPCI の権限である地域整備を通して農業や食料の課題に取り組もうとするためである。近年 EPCI は施
設運営以外に活動範囲が広げられている（「トウルーズ・メトロポルの PAT」の注１を参照されたい）。 

第一のタイプは、農業の観点から食にアプローチする「アグリフード PAT 」（PAT agri-alimentaire）であ

り、PAT の 41％を占める。このなかには、「普通の PAT：génériques」（フードシステム内の付加価値の配分

を見直すための地域圏へのアンカリング）と、「転換的な PAT：transition」(転換のための地域圏へのアンカ

リング）がみいだされている。 

第二のタイプは、食のさまざまな側面を考慮し、それらを結びつけようとする「システミック PAT（体系

的 PAT）」（PAT systémiques）であり、全体の 59％を占める。これにも「普通の PAT」と「転換的な PAT」

がある。 

このようにシステミックな PAT が多く、それは食料政策が農業政策とは異なる傾向にあることを示して

いるとされる。PNA（全国食料計画）では部門横断性の必要が提示され、地域圏はそこに目を向けている。

アグリフード PAT においても、転換的な PAT では (全体の 16.7％)食に関するシステミックなビジョンを

もとうとしており、そのためには、農業の産業モデルの負の外部性を問う代替的農業のビジョンだけでは不

十分だということが強調されている。 

それぞれの活動分野をみると、どちらのタイプの PAT も農業や食の経済に組織的には力を入れている。 

さらに、第一のタイプのアグリフード PAT は、生産者側で設計されており、主に農業経済と短い流通経

路の開発に焦点をあてている。生産者のための付加価値とより有利な資源配分の追求が、戦略上の指針とな

っている。複合的な行動をしているところは、食品廃棄物をなくすための活動を展開したり、集団給食に関

連して若者を教育したり、まれには食料不安に対処するための活動も行っている。転換的なアグリフード

PAT では、これらに加えて、持続可能な農業を模索している。 

一方、第二のタイプのシステミック PAT は、都市の食べ手が何を求めているかという視点から設計され

ている。質の良い食品を入手できるようにすることと、農業・食品経済、栄養・健康、社会的アクセス性の

3 つの分野を結びつけることが中心となっている。具体的には、行動する消費者、ファミリー・チャレンジ

（トゥルーズの PAT を参照されたい）、栄養・健康ワークショップ、教育プロジェクト、食習慣を変えるこ

と、健康的な食に関する集会、食と都市政策介入地区（経済的弱者の多い地区）の結合、食を通した社会的

絆づくりなどに対する支援である。 

さらに、システミック PAT は、文化・食文化や環境分野にも力を入れている。しかし、都市計画（都市農

業、食品店、地理的なアクセス性など）を考慮しているのは、まだ半数以下である。ここで、都市計画で括

られるのは、前述のように EPCI の権限を通して PAT を運営するからである。トゥルーズやモンペリエの

メトロポルの PAT はこのグループに属す。 

 

３. 都市部のPATと農村部のPAT 
都市部の共同体は、農村部の地域共同体よりも多くのシステミック PAT を開発している（図 1）。町村共
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同体はアグリフード PAT であり、シ

ステミック PAT はメトロポルを含む

都市共同体、プロジェクトの地域圏に

多い。それは、都市部や都市周辺部で、

食に関する政治的・市民的問題の重要

性が高まっていることに加え、地域の

能力（計画、都市政策など）の範囲が

広く、都市当局とその技能が洗練され

ていることによるとされている。 

普通のアグリフード PAT やシステ

ミック PAT は、持続可能な食の環境

問題への取り組みをあまり統合して

いない。PNA の優先分野を単純に取

り上げることが多く、食品廃棄物の削

減や学校給食用の有機栽培の開発などに限定される。一方、転換的なアグリフード PAT とシステミック PAT

では、農業の環境問題に一貫して取り組んでいる。農法の適合に都市部の共同体は関心を持っている（50％）。

他方、農村部では関心を持っていない(プロジェクトの地域圏が管理する PAT では 41％、町村共同体では

85％)。 

 

４. PATのガバナンス 
PAT の開発においては、PAT 運営委員会が戦略的な対応を行っている。ガバナンスの中心は、地域の公

共活動における食の統合におかれるので、地域コミュニティや地域連携のための混合組合（syndicats mixte 

territoriaux）＊の代表者の果たす役割が大きい。地域の農業の管理と区別するために、役員に選出されると農

業管理の仕事（地方自治体／農業会議）を退く地域もある。一方、地域の農業管理の仕事と区別されていな

い PAT（普通のアグリフード PAT）のガバナンスは、農業以外の他のアクターに対して最も開かれていな

い。 

＊混合組合とは、地方自治体や EPCI などが連合した組織のことである。 

システミック PAT は多様なアクターによりガバナンスされる。このガバナンスは、都市部の転換的なシ

ステミック PAT では、さらに開放的になる。システミック PAT は、プロジェクトの管理や診断を行うため

に、より多様な専門家を必要とするからである。 

（新山陽子） 

 

付記：本稿は、新山陽子「PAT の分布と活動―都市での広がり」『農業と経済』2021Autumen：165-168 の

再掲である。  
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第４節 トゥルーズ・メトロポルの PAT 
 
１．はじめに 

地域圏食料プロジェクトの事例の調査分析した文献はまだほとんどないため、新山他（2001）をもとにト

ゥルーズ・メトロポル（Toulouse métropole）の事例を紹介したい（注１）。    

トゥルーズ・メトロポルの PAT は、現在動いている PAT の半数を占める大きな都市圏の実施例であり、か

つ、地域内のすべての関係者の協力により開発し、横断的課題に対応するという「未来法」の PAT の条文に

近い形のプロジェクトを実施している。ミラノ協定の締結都市でもある。PAT の特徴をとらえるのに適した

事例である。 

 

２. オクシタニ・レジオンとトゥルーズ・メトロポル 
オクシタニ（Occitanie）レジオンは、フランス南部のラングドック-ルシヨン（Languedoc-Roussillon）とミディ

-ピレネ（Midi-Pyrénées）の二つのレジオンが統合され、2016 年 1 月 1 日に発足した。13 の県からなり、人口約 563

万人である。首府はフランス第 5 の都市トゥルーズに置かれる。 

トゥルーズ・メトロポルは都市共同体ともよばれる広域行政組織である（注２）。トゥルーズを中心に、37

の自治体が集まり、2015 年 1 月に成立した。人口約 76 万人（トゥルーズ市 47 万人：2015 年）、面積 467 ㎢

（同 118 ㎢）である。フランスの行政組織は図１を参照いただきたい。 

 
フランスの地方自治体 

- レジオン（地方 région）本土 13（2016 年の再編までは 22） 
- デパルトマン（県 département） 本土 96 
- コミューン（市町村 commune）本土 34,849 
＊県の下には、郡（arrondissement）、小郡（canton）の行政区分がある 

広域行政組織（自治体間の広域的な協力を進め、独自の財源を持つ） 
- メトロポル（Métropole）25（圏域人口 40 万人以上） 
- 大都市圏共同体（Communauté urbaine: CU）14 （圏域人口 25 万人以上、飛地なし） 
- 都市圏共同体（Communauté d'agglomération: CA）222（圏域人口 5 万人以上で人口 1.5 万人以上

の中心都市がある、圏域人口 3 万人以上で県庁所在地または県内最大人口コミューンを含む、
飛地なし） 

- コミューン共同体（Communauté de communes: CC）997（条件なし、飛地なし） 
＊これらは自治体間協力公施設法人（EPCI）である。他に EPCI でないメトロポル・ド・リヨンがあ
る。 
 

https://www.vie-publique.fr/fiches/collectivites-territoriales  2021 年 9 月 25 日閲覧 
メトロポル、CU の数は 2021 年現在。他は 2020 年現在。CA の数は内務省地方自治体総局 (DGCL)に
よる。 

 

図 1 フランスの地方自治体と広域行政組織 

https://www.vie-publique.fr/fiches/collectivites-territoriales%202021
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３. オクシタニ・レジオンの PATと DRAAFの役割 
オクシタニでは、全国の 1/4 にあたる 30 の PAT が動いている。2017 年から PAT に認証ラベルが導入

されたが、取得している全国 27 のプロジェクトのうち 10 がオクシタニである。 

DRAAF の担当者は、その背景として、①食に関するプロジェクトがすでにかなりあり、PAT によって

それらが公的なステータスを得られるようになったこと、②小規模農業が多く、有機農業が盛んな地域

であり、地域内供給が行いやすく、PAT に適していたこと、③アソシエーションネットワークが活躍し

ていたことをあげている。 

PAT における DRAAF の役割は、自治体に対して方法論的サポートのための情報提供や行為者（アク

ター）との接触を促進するなど、実施環境を提供することであり、実施は自治体の役割であるとされる。 

PAT の意義については、次のように述べられた。PAT はツールであり、その利点は、食に関わる関係

者全体を一つに集められること。それによって、互いに知らなかった関係者が集まって、相乗効果が生

まれ、今までにない手段で行為者が活躍できるようになること。農業と食だけでなく、環境、経済開発、

市街地を含む整備、健康、社会的まとまり、観光、文化など、幅広い領域について、コンセンサスにも

とづいた行動の動機づけが得られるということが、強調された。 

また PAT の特徴は、各地域圏が独自のプログラムを立案することにあり、オクシタニでも健康や環境

を重視するところでは、PAT が健康政策や気象計画のなかに入っているところもある。 

 

４.トゥルーズ・メトロポルにおける PATに至る取り組み 
トゥルーズメ・トロポルには 11,000ha の農地があり、85%が畑作物に、300ha が野菜栽培に使用され、

350 の農業経営がある。20 年前より年１万人にのぼる人口増加のなかで、農地が市街化していくため、

メトロポルでは、農地の保護が必要と判断し、保護政策を開始した。農業の職業団体とパートナーシッ

プを結び、2010 年よりプロジェクトを開始し、特に野菜農家の就農を推進し、アグロエコロジーを促進

した。メトロポルは農業を担当する法的権限はないが、地域圏を整備する権限（前出註）でそれを実施

している。 

2014 年「未来法」に PAT が導入され、メトロポルではこれを契機に、これまで農業に実施していた施

策を再確認し、食をより広くとらえることにより、農業-食をつなぐ作業が社会にどのようなインパクト

をもつかを考えるようになった。気象変動の影響、生物多様性、生活空間、人々のつながり、公衆衛生

という、横断的なテーマでこの地域圏が抱えている問題にどのように回答していくか、状況を診断し、

検討した。分かったことは「このメトロポルだけではわれわれに必要な食料を作れない」ということで

あったという。 

そこで、オクシタニ・レジオンに属し、トゥルーズ・メトロポルのあるオート-ガロンヌ県の北西に隣

接するジェール県と「都市と農村の相互契約」協定を結び、生産地帯と消費地帯が共に歩むことになっ

た。PAT に関わるフランスで最初の協定であり、DRAAF も重視し、契約を援助している。 

メトロポルでは、こうして PAT について法が用意したものを活用し、地域圏のプロジェクトを構築し

てきた。 
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５. 診断のためのワークショップ 
PAT はさまざまな小さなプロジェクトを一つにまとめるものであり、テーブルの周りに全ての関係者

を集めて議論を進めたという。そこでは、地元のさまざまな行為者とともに作業すること、住民すべて

に品質の備わったものを供給できるようにすること、農業における実践の改善につなげることに主眼が

置かれた。 

2018 年に、次の７つの軸からなる戦略的方向づけがメトロポル評議会で採択された。 

①大都市圏の農業地域の保全、②健康と環境の質を保証する栽培慣行を促進、③都市周辺の農業地域

に農業者の配置を促進、④都市内農業の革新的な技術的・社会的手法を支援、⑤すべての大都市圏の住

民が地元の健康的で高品質の食品にアクセスできるようにする、⑥地元のフードシステムの主導者であ

るアクターとのパートナーシップを構築、⑦近隣地域との農業および食料協力を構築する。（Toulouse 

métropole, 2018） 

翌年のワークショップ（2019 年 4 月-5 月）で診断はさらに充実された。 

まず、集団給食に関して、メトロポルの 37 の自治体を調査し、「Egalim 法」に規定された品質や原産地

呼称ラベル製品や有機製品の使用について、議員や技術者、サービス組織で、状況とそれらを達成する

ために利用できる手段について話し合い、最初のビジョンを共有した。 

続いて、供給者と地元のアクターを理解する作業を始めるために、メトロポルが 2019 年 4 月 18 日に

ワークショップを開催し、さまざまなバックグラウンドを持つ約 60 人を集めた。学校給食サービスマネ

ージャ、ケータリング会社、会社のレストランマネージャ、畜産のアソシエーション、慣行的また有機

農業の地元の生産者などである。地元供給者の報告と買い手の証言を中心に議論され、関係者が相互の

ニーズを理解し、共に働き、グローバルなアプローチを採用し、売り手/買い手関係から長期的なパート

ナーシップへと徐々に移行しようという強い願いが表明されるようになった。 

他の軸では、2019 年 5 月 20 日のワークショップに 90 人が集まり、多様なアクターの強力な動員がさ

れた（農業界、国、自治体、物流・流通・貿易の経済界、教育、研究、アソシエーション、革新的なプ

ロジェクトの推進者）。これによって、プロジェクトの目的と範囲を共有し、既存の取り組みをまとめ、

短期・長期で実行する追加的な行動を特定し、行動計画を構築することができた。この連携作業は、地

元のアクターが望む交流と会議の時間も創出した。 

その結果、第１段階の旗艦行動として、4 つの軸と 16 のプロジェクトからなるロードマップが、メト

ロポル評議会に提出され採択された（以上、Toulouse métropole, 2019）。 

 

６. PATのロードマップ 
ロードマップは、4 つの軸からなる。それぞれについて、目的と実施すべき行動を特定し、生産者、

製造者、流通事業者、消費者、促進者を関連づけられるよう、パートナーシップが組まれている。詳細

は表１をみていただきたい。 

第一の軸は「地元の生産・就農支援」であり、これまでの取り組みの歴史をもとに、域内の需要に応 
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表 1 トゥルーズメトロポルにおける農業・食品プロジェクトの行動計画と短期的に実施する主な行動 

 

 プロジェクト・目的 中心的アクション 
（牽引役を果たし、仲間たちを短期的に結束させる） 

１
地
元
の
生
産
や
就
農
の
支
援 

《協同》 規模の変化をめざし、メトロポルが支援する
農業プロジェクト間の繋がりを作る 

《都市農業をめぐるネットワーク》 意識変化についての専門家
（アソシエーション）を活用し、「都市農業の 48 時間」イベントを
通して集団的な可視性を高め、農業プロジェクトのアクターの協同
をはかる 

《農地の保護》 農地に関する活動を発展させ、他の都
市農業プロジェクトを開発し、都市のスプロールと戦
い、農地の消耗を減らし、住民一人一人を自然空間に近
づける 

《プランニング》 計画スケール（地域圏の整合スキーム、地域住
宅プログラム）で農業と食品の問題を統合し、保護のツール（農業
保護区域、都市近郊農地および自然地保護）を効果的に使うため、
異なるスケールで診断素材を作成する 

《具体化》 ドメーヌ・アグリコール・ド・トゥルーズ
を活用して、PAT（アグロエコロジーな実践、市民・仲
間に開かれた農業公園、ローカル流通経路）に実体を持
たせる 

《農業公園》 ドメーヌ・ド・トゥルーズ（220ha、トゥルーズ市の
面積の２％）の区画を確保し、有機農産物の生産と市民への公開を
組み合わせた農業公園に転換する 

《相互化》 メトロポルレベルで農業の方向性を共有す
るためのスキームを構築する（経済発展スキームの方法
で） 

《類型化》 実例を交えて図解された農地（確保）の機会とプロジ
ェクト推進者の類型化を通じて、農地（確保）の機会を共有するた
めの予備図を事前設置する 

２
集
団
給
食
の
支
援 

《包括的プロジェクト》 コミューンに「持続的集団給
食」プロジェクト（横断性、調達と食品廃棄削減、コミ
ュニケーション、意識改革）の包括的支援を提案する 

《コミューンに対する包括的支援》 意思あるコミューンに個々に
合わせた「持続的集団給食」、包括的プロジェクト（横断性とすべて
のアクターとの連携）を提案する 

《公共契約（marches publics）》 同じタイプのコミュー
ン間で、共同プロジェクトができるように、共同で公共
契約に取り組む 

《コミューンの公共契約に対する支援》 集団給食の類型に応じた
公共契約への具体的な支援（専門的能力の提供または相互化） 

《調達》 地元で利用可能な供給者と情報を特定し、既
存のプラットフォームを使用して、地元の供給者と生産
者からの調達を飲食業者間で共有する 

《交流と訪問》 調達に関する具体的な作業を伴う交流ネットワー
クの促進（地元生産者の訪問と調達の共有） 

《意識改革》 「二度良いメニュー（Menu 2 fois bon）」
を展開し、コミューンのこの取り組みを促進し、知ら
せ、民間集団給食とも共有する 

《二度良いメニュー》 「二度良いメニュー」（自分のために良い/
地球のために良い）を展開し、集団給食業の仕事をより目に見える
ようにして、より多くのコミューンを動員する。 

３
フ
ィ
リ
エ
ー
ル
︵filière 

チ
ェ
ー
ン
︶
の
構
造
化 

《ロジスティクス》 MIN（トゥルーズ公益卸売市場）
および/または商工会議所を通じ、地元の持続可能な製品
の物流と流通を最適化し、野外マルシェ（marchés de 
plein vent）、アルチザン（職人）・ 商人（artisans-
commerçants）、レストランの間で共有/相互化を図る。 
右欄の注：CMA（Chambre de Métiers et de l’Artisanat 工
芸商工会議所）、CCI（Chambre de Commerce et d'Industrie 
商工会議所） 

《小売業、レストラン業》 集団給食の行動に合わせ、小売業やレ
ストラン業との取り組みを推進する（CMA、CCI 、MIN と連携し
て） 
- 調達について（会議、共有カタログ、スピードデーティングな
ど） 
- ロジスティクスについて：最初と最後の数キロの調査と配送組織
の革新（最適化ツール） 
- ネットワークの活性化 

《可視性》 生産地である地域圏に関連して、様々なア
クターが提供する地元の持続可能な製品のシェアと認知
度を高める（パートナーシップ/契約、イベントの開催、
需要と供給を結びつけるための憲章やプラットフォーム
など） 

《マルシェに関するコミュニケーション》 野外マルシェの認知度
を高め、維持し、推進するコミュニケーションの行動（地元の生産
者/製品の可視性） 

《変革》 既存のツールと開発可能性の間にある、満た
されていないニーズ、機能の補完性を特定するための変
換ツールを特定する 

《機会》 新たな相互変換ツールを開発する機会と条件を研究する 

《実験》 PAT のため革新的なデジタルツールを試す
（関係構築プラットフォーム、トレーサビリティ、相互
化、ロジスティクス） 

《提示する》 需要/供給（特に食の寄付）を結びつけ、商品を可視
化するためのツールを実験する 

４
意
識
改
革
と
ア
ク
セ
ス
の
改
善 

《情報提供》 自らの食事の影響を理解するための情報
を提供し、行動を変え、持続的に食べるためのツールを
発見する 

《市民ワークショップ》 食に関する一般向けのワークショップを
開発する（農業の 48h）  

《アクセス可能性》 個人のライフスタイル（移動、食
事の準備、購入方法など）に対応した良質な食品の入手
場所を誰もが持てるようにする 

《流通の分析》 高品質な食品の販売拠点のネットワークとその波
及（電子化されていない購買活動のロジスティックな部分を含む）
を分析し、戦略的ビジョンを開発するための潜在的なニーズとプロ
ジェクト推進者を特定す。 

《食費》 様々な市民に対し、許容できる費用での健康
的で持続可能な食事に向けて支援する 

《家族チャレンジ》  予算内で「持続可能な」食事が可能であるこ
とを実証するために、ポジティブ・イーティング・家族チャレンジ
を推進し、展開する。VRAC アプローチ（都市政策優先地域での一
括購入）をこの課題に統合する 

《例示》 PAT パートナーは、従業員の意識を高め、健
康的で持続可能な食品へのアクセスを促進するために、
組織内での行動を実行する 

《「お惣菜」市場と小規模事業法》 トゥルーズ・メトロポルの「お
惣菜」市場に関する作業を開始し、食品分野における小規模事業法
を強化し、地元産品の可視性を高める 

出所：Toulouse métropole（2019）ANNEXE : Structure du Plan d’actions du Projet Agricole et Alimentaire et propositions d’actions phares à mettre 
en œuvre à court terme (1ère feuille de route)を和訳 
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える農業を育成することがめざされている。ヒアリングでは、農業が外を向いている、われわれにも向

いて欲しいのだと、説明された。17 箇所の公有地の市民利用も進められており、その 4 割は経済的弱者

の多い都市政策優先地域にある。 

第二の軸は「集団給食への地域産品調達の支援」であり、特に学校給食が重視されている。37 の自治

体が管理する給食について、Egalim 法が義務化した有機やラベルルージュ、地理的表示などのラベルの

産品を調達できるように、公共契約、地元で利用可能な供給者の特定、訪問・交流、さらに、既存のプ

ラットホームを利用した共同調達が行われる。 

第三の軸の「チェーンの構造化」は、フードチェーンの専門領域を構造化する取り組みである。トゥ

ルーズ公益卸売市場が中心的な役割を果たし、食に関する関係者を集めている。その一つとして、ジェ

ール県との提携を活用し、独立した生産者を構造化するため、彼らがプロジェクトを持ち、市場を拠点

にすることで、近接店の需要に応えられるようにしている。 

「構造化する（structurer）」はキーワードであり、生産者〜需要者までのフードチェーンの担い手とそ

の関係を捉え直し、永続的な関係をつくるとの意味と受け止められる。構造化が大切なのは、数量が大

切だからだとされる。持続的な食料供給には、小さい取り組みだけでは数量が少なく、より多くのもの

を一般の人々にどのように渡せるかが大切だと考えられている。 

第四の軸「意識改革とアクセスの改善」では、市民側から誰でもが持続性のある質の良い食にアクセ

スできるような環境を提供することがめざされている。質の良い食が豊かな人だけのものにならないよ

うにすることが重視される。 

そのために情報提供、意識化、物理的アクセスの改善が企図される。そのなかには、さまざまな市民

に、許容できる費用の範囲で健康的で持続可能な食事を実現できるように支援するプロジェクトがある。

「良く食べることへの家族の挑戦」と名付けられ、50 家族が１年をかけて食を変えることに挑戦してい

る。手持ちのお金でより良い食事ができるように、情報提供（どこで見つけられるか、どうすれば買え

るか）、農場の見学、加工していない食材の料理のワークショップなどが行われ、実施前と実施後の検証

もされる。そこでは有機や地元産、短い経路のものへの移行が目指されている。 

 

７. 卸売市場を核にしたフードチェーンの構造化 
トゥルーズ公益卸売市場（注３）は、トゥルーズ市が運営していたが、2017 年 7 月より市が 22 年契

約で、株式会社 LUMIN （Logistique Urbaine et Marché d’Intérêt National：「都市の物流および国益市場」）

に運営を委託している（注４）。株式会社による運営はフランスで唯一である。会社の出資構成は、ラン

ジス卸売市場 51％、郵便局 44％、ミディ-ピレネー貯金金庫 5%である。 

売り上げは、ランジス 90 億ユーロに対して、トゥルーズ 4 億 9 千万ユーロであるが、フランス第二の

市場である。関係業者は輸送業者を含め 500 企業ある。 

市場の仕組みは日本とは異なり、卸売業者や生産者が売り場を借り、買い手に相対で販売を行う。場

内は、市場と物流エリアからなり、野菜・果物、肉、魚などのセクションに分かれている。 

販売者として、野菜・果物では、235 の生産者、75 の卸売業者が登録されている。生産者は、農協、
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生産者グループ、個別生産者などである。卸売業者は、生産者、生産者団体（農協など）、出荷業者、輸

入業者から、農産物を調達して販売する（注５）。 

買い手は、約 3,600、多くが野外マルシェの業者、八百屋・肉屋・チーズ屋・魚屋などの独立した小業

者、レストラン業者、集団給食である。集団給食は、会社、学校、病院、軍隊、刑務所などで、公共が

大きなウエイトを占める。SODEXO や Elior のような私企業も買い手である。大型小売（Carrefour, 

Monoprix など）の比率は 5-10％であり、天候変動で食材が不足した時などの購入に限られる。 

１）卸売市場の役割 

ヒアリングでは、フードチェーンにおける卸売市場の役割として、以下の点が強調された。①多くの

売り手と買い手を結びつける場であること（売り手にとっては毎日のように 3,600 の買い手がここにく

る、買い手にとってはここにくればあらゆるものが買える）、②小売にとっては、生産者から直接購入

できる唯一の場であること、価格も同一の物を扱っているので割安であること、③「最後の輸送」（都市

内での小売店や料理店までの輸送）が最も非効率であるが、市場に一度荷を集めることにより、物流を

簡素化できること、とされる。物流会社も３社入っている。③は、今回聴き取りしたどの関係者も強調

し、環境対策にも寄与するという。 

さらに、PAT に関わる役割として、１）卸売市場は食品に関する公権力の唯一のツールであり、全て

の近接市場の関係者を代表すること、２）唯一、街の中に生産者を呼んでいる場所であることが強調さ

れた。分かりやすくいえば、フードチェーンは民間事業者によって形成されるが、卸売市場はそこに対

して市（すなわち公権力）が直接関与できる唯一の手段であり、その手段を持つことによって、前述の

ようにメトロポル内の多様な買い手を全て集め、また、売り手として近隣の農業生産者や食品製造者を

集め、関係者全体をまとめる機能を果たすという意味合いである。 

２）卸売市場の試み 

近隣の売り手の例として、事業を立ち上げたばかりの若い企業、生産者グループを市場に受け入れて

いる。それによって市場が近隣の農業および流通の組織化に貢献している。市民が望んでいるのは地元

の食材であり、これによって近接商店や給食に対して、周辺地域の食材を提供することができると考え

ている。 

そのために、市場にはガストロノミゾーンが設けられ、現在、Fermiers Occitans（生産者組合兼卸売業

者）、Tea’magine（茶を扱うスタートアップ事業者）、Carrément Gers（生産者グループ兼卸売業者）の３

つの団体が使用している。 

最初のジェール県生産者は、はちみつ、ワイン、にんにく、鴨の生産者などの 10 の新規就農者で会社

を設立したばかりである。生産者側からトゥルーズで売りたいと働きかけがあり、トゥルーズの業者も

ジェールのものを扱いたいとの意思をもち、政策的な意図が重なり、協定が実現した。 

生産者は、レストランやファインフード業者（高級食料品店）が求めている良いものをつくり、プロ

フェッショナルに量を売りたいと考えていたので、それが実現できて魅力的であるという。レストラン

側にとっても、ここにくれば色々な製品が買い揃えられ、配送と清算が一度でできるのでメリットにな

っているとのことであった。 
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 市場には、プロの料理人を育てる調理学校"Collège Culinaire de France"もある。Thierry Marx シェフの

イニシアチブによって全国に展開している（パリに４つ、他にリール、ニース、ブザンソン、ディジョ

ン）。 

職業支援を目的としており、生徒は失業中、転職中の者で、学費は無料であり、失業保険手当からま

かなわれる（失業者でなくても入学とともに失業保険が与えられる）。卒業生の再就職率は 90％にのぼ

る。卒業すれば、CQP （職業資格証）とよばれるディプロマが与えられる。CAP （職業適正証、職業リ

セで取得できる最初の職業資格）に相当する。CQP は職業者による職業者のための資格である。 

トゥルーズのクラスは、料理、パン、魚、ホールサービスの４つからなり、いずれかを選択する。短

くて８週間、さらにレストラン等の実習が３週間ある。１グループは 10-12 人、全生徒 40 名で、１年に

５セッション実施される。CAP の最高のレベル５（２年間）の全実習量に値する。 

学校の財源は、職業訓練手当、運営するレストラン収入（郊外に４つのレストランをもち、週２回営

業される）、調理品の販売（パーティへの提供など）、レジオンの援助（固定費分）によっている。食材

のほとんどすべてが市場で調達される。 

このプログラムでは「食」を通じて、教育、社会、経済をつないでいる。市場には合わせて 10 の学校

があり、年に 1,500 人が教育を受けている。 

 

８. むすび 
以上のようにトゥルーズメトロポルでは、すべての関係者の協力により開発し、横断的課題に対応す

るシステミックな PAT を展開し、フードシステムの構造化に力を入れている。その評価を行いながら、

今後もさらにステップアップを進める決意がなされている。 

（新山陽子・大住あづさ・上田遥） 

 

付記：本稿は、新山陽子・大住あづさ・上田遥「トゥルーズ・メトロポルの PAT」『農業と経済』2021Autumen：

169-179 の再掲である。日本学術振興会科学研究費（課題番号 19H00962）の成果の一部である。 

 

注 
1 2020 年 1 月下旬に、以下の関係者に聴き取りを行い、資料を収集した。食料・農業・森林省オクシタニレ

ジオン総局（DRAAF Occitanie）・レジオンフードサービス部門の公共食料政策ユニット、トゥルーズメト
ロポル地域圏食料プロジェクト担当者、トゥルーズ公益卸売市場（The MIN of Toulouse Occitanie）。環境エ
ネルギー管理機構オクシタニ（ADEME Occitanie）にも、PAT を通した環境資源問題への取り組みについ
て聴き取りを行ったが、これはまた別の機会に紹介したい。 

2 トゥルーズメトロポルは、2014 年の「地方圏の公共行動の近代化とメトロポルの確立に関する法律」によ
り設置された。1992 年から徐々に地域を拡大し、都市コミュニティに成長してきた。 

現在、廃棄物、水、衛生設備、輸送などの地域サービスを担当、37 自治体にまたがる主要な開発プロジ
ェクト（都市プロジェクト、道路、自然空間など）の設計および管理、気候変動、経済開発、および地域の
影響に対する国際的な取り組みも推進する。以上はトゥルーズメトロポルのホームページによる。URL は、
https://www.toulouse-metropole.fr/collectivite/decouvrir-la-metropole（2020 年 5 月 28 日閲覧）。 
メトロポルは、拠点都市を中心に周囲の市町村が密接に結びついて市町村間協力を行うものであり、近年、

https://www.toulouse-metropole.fr/
http://rnpat.fr/wp-content/uploads/2017/02/RdvRNPAT14112016.pdf%EF%BC%882020%E5%B9%B45%E6%9C%8828
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施設運営のみならず、地域の経済的、社会的、健康的、文化的、科学的発展と、アイデンティティの保護、
地域圏の連帯と結束の促進のために、権能が強化されており、PAT のような統合的取り組みに相乗作用し
ていると考えられる。 

3  フランスの卸売市場は、主に、①民間の卸売市場（marché de gros）、②公団（Régie）からなる。①は、卸
売業者のサンディカ（専門職業組織）によって経営されている市場であり、土地も民有である（リヨン市場
など）。②は、市の直営市場もしくは委託を受けて運営されている市場からなる。前者はボルドー、ペルピ
ニャン、グルノーブル市場などである。しばしば SEM（混合経済会社）として経営されてい る。ランジス
は、国 30％、クレディ・アグリコル 30％、パリ市、卸売業者による出資で経営されており、公共資本が多
数を占める。MIN（Marché d’ Intérêt  National：公益市場）は、商法に定められた公共市場の呼称である。 

4 市が施設・土地を所有し、業務も市が定め、監査する。LUMIN は、施設・土地を市から借入し、市へ使用
料を支払う（売上高の 5%）。生産者や卸売業者など施設使用者は、LUMIN に施設使用料、電気代等を支払
い、買い手や輸送業者などは入場代を支払う（LUMIN の収入の 70％ 、20％、8％を構成）。 

5 卸売業者には、３つのタイプがある。①実際に食材を持ち込んで取引を行う（取引は相対）、②GASC（一
貫サービス卸売業者）：ここに倉庫だけをもち、電話で販売する、③現金販売・店頭渡し（Cash and Carry）：
代表的な例は Metro チェーン、Carrefour の Promo Cash などである。 

 
引用文献 
新山陽子・大住あづさ・上田遥（2021）「フランスにおける地域圏食料プロジェクトと地域圏フードシステム

－トゥルーズ・メトロポルの事例を踏まえて」『フードシステム研究』28(1):29-45 
Toulouse métropole (2018) Délibération n° DEL-18-0861 Project Agricole et Alimentaire Métropolitain : Adoption des 

orientations stratégiques et premiers engagements opérationnels, Conseil de la Métropole du jeudi 13 décembre 2018. 
https://deliberations.toulouse.fr/data/archive/20181220_DELIBERATION_DEL-18-0861.pdf（2020 年 5 月 28 日閲
覧） 

Toulouse métropole (2019) Délibération n° DEL-19-0788 Project Agricole et Alimentaire Métropolitain : adoption de la 
première feuille de route, Conseil de la Métropole du jeudi 10 octobre 2019. https://delibe 
rations.toulouse.fr/data/archive/20191018_DELIBERATION_DEL-19-0788.pdf（2020 年 5 月 28 日閲覧

http://rnpat.fr/wp-content/uploads/2017/02/RdvRNPAT14112016.pdf%EF%BC%882020%E5%B9%B45%E6%9C%8828
http://rnpat.fr/wp-content/uploads/2017/02/RdvRNPAT14112016.pdf%EF%BC%882020%E5%B9%B45%E6%9C%8828
http://rnpat.fr/wp-content/uploads/2017/02/RdvRNPAT14112016.pdf%EF%BC%882020%E5%B9%B45%E6%9C%8828
http://rnpat.fr/wp-content/uploads/2017/02/RdvRNPAT14112016.pdf%EF%BC%882020%E5%B9%B45%E6%9C%8828
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第５節 モンペリエ・メトロポルの PAT 

 

モンペリエ・メディテラネ・メトロポル（以下、モンペリエ・メトロポル）は、都市部とその周辺部を含

む計 31 のコミューン、住人約 48 万人で構成される。ここではシステミック PAT の一例であるモンペリエ

PAT の多様な取り組みの全体像を紹介する。 

 

1．モンペリエの特徴 
モンペリエ・メトロポルでは、面積の１／3 を占める約 14,200ha が農地であり、その 32％をワイン用ブ

ドウ生産が占める。残りの農地の多くが牧草栽培用の農地もしくは放牧地である。小規模生産者が多く、都

市農業の発展や短い食品経路（circuit court：パニエ（＝かご）形式の販売、マルシェ、生産者自身による販

売所など）の発展、CIVAM ネットワーク（生産システムの持続性、より自立的なシステムへの移行、新し

い形の食料連帯に関する活動を行う）の動きが盛んな地域である。 

また、この地域には世界的な規模を持つ農学研究拠点（アグロポリス・インターナショナル）があり、農

業、食品、環境に関する約 2,800 人の研究者が集まる。PAT 以前から、アグロポリスの研究者は、メトロポ

ル、コミューンの議員や職員を対象にテーマ別のワークショップを開催するなど、地域の農業・食料政策に

強く関わってきた。モンペリエ PAT に関しては、PAT 以前にアグロエコロジー・食料政策として成立した

ものが、事後的に PAT として認証された経緯を持つ。 

 

２．モンペリエPATの分類と運営体制 
モンペリエ PAT は、転換的なシステミック PAT（PAT systémique de transition）に分類される（コラム

１参照）。また、2020 年の時点では、その管理は内部ガバナンス（担当の地方議員や公的機関の技術者によ

るガバナンス）に留まるが、これはモンペリエ PAT の内容が PAT 以前から成立していたことと関連すると

推測される。このような PAT の運営方式は、PAT に関する技術的な政府通達（2017 年 3 月 30 日付。

DGAL/SDPAL/2017-294）が求める条件を満たしていない（RnPAT 2021）。PAT 全体のガバナンス組織は

ないが、テーマごとに規模の異なるパートナーシップ委員会とよばれるワーキンググループを設置している。

例えば、農地回復に関するグループでは、メトロポル、農業会議所、土地整備農事建設公社（SAFER）、Terre 

Vivante が参加している。また、食料供給の構造化に関するプロジェクトには、コミューン、集団給食事業

者、生産者グループ、公益卸売市場（MIN）が参加している。今後、地域圏食品委員会を設置し、その下に

テーマごとの委員会が設置されるようなガバナンス体制への移行が計画されている。 

 

３．モンペリエPATに定められた目的と具体的なアクション 
そのモンペリエ PAT には５つの目的がある。①より多くの人々に健康的で地域で作られた食品を提供す

る。②農業・食品産業の経済と雇用を支える。③景観および自然資源（生物多様性、水・土壌・空気の環境

品質）を保全する。④温室効果ガス排出量を抑制し、気候変動へ適応する。⑤自然とのつながり、都市と農
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村地域とのつながりを育むことで、社会的統合を促進する。 

入手可能な情報の制約上、現在の進行状況については不明な点も残されるが、一部のテーマに関しては、

具体的なアクションの内容も決定している。 

①地域のアグロエコロジー農業の強化 

地域に直接販売を行うアグロエコロジー農場を増やしネットワークを強化していく。メトロポルは、郊外

のメトロポル所有地にある 14 ヘクタールの農地を活用し、アグロエコロジーの就農プロジェクト保持者（小

規模畜産、野菜の集約栽培、多角化農業、オリーブ栽培、養蜂、体験農業など）を受け入れている。また、

メトロポルは、就農プロジェクトの募集を通して、市民に食料を供給する農場を増やし、そのネットワーク

化を進めることで、食品生産の再地域化、直販や短い食品経路の発展、農業経済と雇用に対する支援に貢献

している。 

②BoCal アプローチ 

Grand Pic Saint Loup、Pays de l’Or の２つの隣接する農村地域の地域圏（territoire）との連携が行われて

いる。そのなかで「アグロエコロジーへの転換と持続可能な食のための憲章」が締結された。地域的で健康

的で持続的な食品供給の発展に貢献する地域圏の事業者・生産者の情報を収集し、協働するための web プラ

ットフォームや地場産食品の販売場所のガイドを作成する。 

③MIN との連携 

公益卸売市場（MIN）との連携で、地域食材を用いる手工業的な食品加工センターを設置した。モンペリ

エの公益卸売市場は、フランスの中で地域産品の割合が最も高く（野菜、果物、肉、ワイン、チーズなど、

すべての分野を合わせて 50％近い）、近年は有機農産物の流通割合が増加している。2017 年から毎週 1 回、

有機と地場産品のマーケットを開催しており、30 ほどの地域の生産者・有機生産者が参加し、顧客を見つけ

るための場となっている。このセンター設置も、地域の環境に配慮した農業や、健康的で持続可能な食品の

消費を推進することが目的である。 

このセンターには、Agriviva（集団給食や大量流通向けの野菜加工）、Label d'Oc（地元の季節の食材を用

いる缶詰・惣菜加工）、Il était un fruit（品質が低い果物を用いた防腐剤不使用のドライフルーツ）、Hérault 

Butchers' Cooperative and Le goût du bœuf（肉）、Clarelia（アレルゲンフリー惣菜）、Terracoopa Cooperative

（カマルグのライスクリーム、豆腐、野菜のデザート）など十数社の急成長中の地域企業・農協が集まる。

センター全体で売上高 150 万ユーロ（約２億円）、約 50 人の従業員を抱える。なかには、生産者から公益卸

売市場までの輸送を担う企業もあり、生産者との緊密な関係が商品の魅力にもつながり、顧客の獲得につな

がっている。加工された製品の販売先は、小売店やレストラン、集団給食、全国規模のスーパーマーケット

チェーン、直接販売に取り組む農業生産者など多岐にわたる。地元の 100 以上の生産者の生産物の価値を高

めることにつながっている。 

④学校給食 

日々約 12,000 食の給食を製造・配給するというモンペリエの学校給食サービスの環境への影響の大きさ

を考慮し、その改革に取り組んでいる。学校給食での食品ロス対策に計画を作成し取り組むだけでなく、2014
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年から試験的に 10 カ所の給食で有機ごみの分別を開始し、2016 年からすべての学校給食に拡大している。

食事内容では、地元の食材の使用を推進するため、季節感のあるメニュー作りを行い、2016 年 1 月からはす

べての学校給食で有機パンを導入した。３ヶ月に一度、動物性タンパク質を使わない「環境市民のため代替

食給食」も実施している。さらに、モンペリエ・メトロポルは、構成する 31 のコミューンの集団給食に関

し、すべての調達食品と市民への提供品について診断を実施し、地域での調達と短い食品経路の活用を選択

する給食施設の支援に取り組む。 

⑤家庭菜園、共同菜園の発展 

シェア菜園や共同菜園は、だれでもアクセスすることが可能で、近隣住民にとってのひらかれた生活空間

としての機能、有機栽培や環境に良い栽培方法を実践する場としての機能をもつ。また教育ツールとして活

用することもでき、都市環境における生物多様性の維持と知識の普及にも貢献できる。2004 年以降、モンペ

リエ・メトロポルは、都市内や郊外の３つの地域に 158 の家庭菜園を作った。市民が区画を借りて、ゼロフ

ィト政策（化学農薬を使用せずに、自治体や民間の管理者、個人が屋外空間（公共空間、庭園・菜園、道端

など）を維持することをめざす政策）を尊重しながら、個人で消費するための果物や野菜を生産することが

できる。 

⑥イベント等における市民の動員 

地域や近隣の自治体の規模で市民を動員し、生産者と消費者の交流を支援することで、食の循環における

近接性を強化する。オリーブ・フェスティバルのような地域住民や観光客向けのフェスティバルの開催を通

した地域の伝統食品の見直しなどにも取り組む。アグロエコロジーへの転換と持続可能な食月間の実施など

も行われている。 

⑦事業者との連携 

食品加工業や農業サービス業を担う革新的な企業の支援を通して農業の多様化をはかる。また、ゴミの分

別の推進や食品ロス、過剰包装対策に関する地域の事業者との協定の締結、メトロポル最大の流通事業者で

ある Système U と、短い食品経路での供給と生産者への正当な報酬に関する協定の締結などを行った。 

 

４．モンペリエPATの課題 
 ここまでモンペリエPATの目的や具体的なアクションをみてきたが、アズナウィ＝アンリ（2021）によ

ると、モンペリエPATには以下のような課題が残されている。まず、モンペリエPATは、広域行政組織内

の異なる部局間の議論を強化する機会とはなり得るものであるが、取り組みの体制がまだ不安定であり、取

り組みも実験的なものであるために、さまざまなスキルを内部でどのように統合するかが課題として残され

ている。また、メトロポルがコーディネータとして取り組む、生産者間の内部関係の強化や、生産者と地域

のフードシステムを構成する関係者との連携の構築もまだ途上である。さらに、都市生活者向けの都市計画

主義と農業者向けの生産主義にもとづいてきた現在の都市の農業食料政策を、新たなパラダイムのもとで再

構築することがどこまで可能かという課題である。 

（大住あづさ） 
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付記：本稿の 1~3 は、大住あづさ「モンペリエ PAT の概要」『農業と経済』2021Autumen：192-195 の再掲で

ある。 
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第５章 まとめ 

 

 第３章において、京都市、神戸市、洲本市３市へのヒアリングを通じて、日本の地方自治体の当該地域圏

における食料供給や市民の食料調達に関する課題認識や関連する取組を確認した。 

 また、第４章において、地域圏フードシステムの強化をめざし各地で取り組みが進んでいるフランスの「地

域圏食料プロジェクト」（PAT）について、法制度化されるまでの背景・変遷、法制度の内容、さらには、ト

ゥルーズ・メトロポル及びモンペリエ・メトロポルにおける具体的な PATの取組内容を確認した。 

 地域圏においてフードシステムの見直しと強化を図るには、地域圏の実情に即した対策が求められる。そ

れには、PATの手法として提示されているように、地方公共団体が主導し、専門職業者を中心に関係者自ら

が共同で実情を把握し（共同診断）、協議を重ねることによって、対処すべき課題を見出し、目標と行動を定

め、関係者自らそれに取り組めるようにすることが必要となる。 

本章ではまとめとして、まず、第１章及び第２章で我々の調査によって明らかになった日本の課題を再度

確認する。ついで、主導性・自発性が発揮され、議論を重ねて課題と行動を見出すことができているフラン

スに対して、今のところ日本はそれが難しく、その差を生み出している要素を明らかにするために、第３章

及び第４章を踏まえて、①法制度面、②地方公共団体、③専門職業組織の３点に着目し日仏の相違点を整理

する。④あわせてプロジェクトの内容にも触れておく。最後に、それらを元に、日本において地域圏フード

システムに関する取組が進むための方策について提言を行うこととする。 

 

第１節 日本の食をめぐる課題 

 

 第２章のデータ分析及び第３章の地方自治体ヒアリング、事業者調査によって明らかとなった課題を以下

で整理する。 

 
（１）農林水産業、食品産業、食生活をめぐる課題 
 ３市の農政担当者が課題として共通して挙げたものは担い手不足である。担い手不足は、農業者の減少・

高齢化により、京野菜や淡路島玉ねぎなど地域の食文化を具体化する作物の生産体制の弱体化を意味する。 

 また、食品製造業についても、高齢化により廃業する事業者が増えている。2012年から 2016年の４年間

において、例えば、京都市の漬け物製造業者（野菜漬け物製造業）が約 17％、豆腐製造業者（豆腐・油揚製

造業）が約 12％それぞれ減少するなど、地域の食を支える食品製造業者が減少することにより、地域の食文

化の継承の観点からも課題となっている。 

 このことは、流通事業者においても同様である。同時期における京都市の飲食料品卸売業全体としては

1.5％の減少であることに対して、調味料を扱う卸売業者（砂糖・味噌・醤油卸売業）では 47％、乾物を扱う

卸売業者（乾物卸売業）では 25％とそれぞれ大きく減少している。また、小売業においても、飲食料品小売
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業全体としては 4.0％の増加であることに対して、鮮魚小売業が 26％、食肉小売業（卵・鳥肉を除く）が 9％

と減少している。このように、専門の卸売業や小売店が減少しており、これまで産品の価値を適切に消費者

に伝えてきた業者が減少し、それに代わって小売では食品スーパーマーケットが 18%と増加している。食品

スーパーマーケットのなかには、伝統食材の売り場の広いところも少なくないが、それでも全体として専門

の卸売業や小売業の同様の機能を果たすことは困難であり、産品の価値を適切に伝えることで地域の食文化

を継承していくことについての持続性に課題がある。 

そのなかで、事業者ヒアリングを通して、京都に典型的にみられたように、上記事業者数が減少している

味噌、食肉、豆腐などの事業分野でも、歴史のある事業者の存在とその特性は見落とせない。馴染みの客を

抱え、時代を読み取って事業と製品を磨く高い技能を持ち、早くから後継者を育て、地域事業者との関係を

大事にしている。職業組合の結束も強い。この状態は地域や食品分野によって大きな幅がありそうである。 

 他方、伝統食材に限らず、食材の供給とその地域性において、京都市、神戸市、洲本市では大きな差がみ

られ、家庭の食生活への影響とも合わせて直面する課題がかなり異なっている可能性がある。 

京都市は、食材を供給する卸、食料品スーパーマーケットが増加し、かつ各種飲食店が減少しており、家

計調査年報にみる食材への支出額も平均より高いことから、食材の供給・購入は低下せず、家庭内調理が維

持されているか増えている可能性がある。また、食品製造業、小売業ともに、同一市町村への販売が多く、

小売業による地域内への卸も増えており、2009年から 2018年には販売の地域性は高まったとみられる。 

対して、神戸市では、商店街や小売市場が多く残っているものの、統計からみると食材を供給する各種専

門店、食品スーパーマーケットが減少する一方、コンビニエンスストアが顕著に増加し、家計調査年報の食

材への支出額がやや低いことから、食材の供給・購入が低下し、家庭調理が減少している可能性がある。ま

た、食品製造業が大きい都市であり、大手企業・国内全域への販売が増加している。小売業も同一市町村へ

の販売が大きく減少し、地域内への卸も減少しており、流通の地域性はかなり低下していると推察される。 

洲本市では、専門店と食品スーパーマーケットの減少、飲食料品卸売の減少がみられ、食材全般の供給量

が減少する一方、食堂・レストラン、専門店が増加しており、家庭内調理が減少し、外食が増えている可能

性がある。 

 この差異は、地域圏内の卸売市場の位置づけやそれを核とした流通の状態、小売店の配置と市民のアクセ

スの状態とも関連付けて分析する必要がある。神戸市、洲本市の家庭内調理の減少の可能性については、家

庭により差が大きいのか、全体に減少しているのかを含め、現況の調査が必要であろう。 

 

（２）地方自治体へのヒアリングから分かったこと 
 地方自治体のそれぞれの部署が、与えられた役割の中で課題に取り組んでいるが、部局間の連携は少ない。

その結果、地域の食をどう守っていくのかという問題について、横串で考えられることが無い。 

 その中でも、中央卸売市場関係者は、自治体の内への食料供給の役割を果たすため、地場産品のみならず、

域外からの産品を広く扱い、また地場産品を域外へと移出する機能も担っていることにより、食の問題につ

いて比較的広い立場から考えている。しかしながら、卸売市場についても市場外流通による取扱量の減少、
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特に仲卸事業者を中心に事業者の減少など課題となっている。 

 一方、中央卸売市場のない地方自治体においては、地域の食に関するデータや問題点を把握する術すらな

いのが実態であり、食に関する問題意識を持つことも少ないのが実態である。 

 貧困問題などを背景とする、近年課題となりつつある食品へのアクセスについては、地方自治体の福祉部

門が担当することが多いが、地方自治体の他の関係部局との横のつながりも十分でなく、食育問題の範疇で

しか対応策を講じていないのが実態である。 

 

（３）まとめと対策の方向性 
 地域圏内のフードチェーン全体における地域事業者の後継者の不足は、今回ヒアリングした３市に共通す

るが、全国的な傾向であるとみられる。食に携わる地域事業者の減少は、市民への食の供給の便を損なう可

能性がある。また、地域の食文化を担ってきた京野菜などの地域の農産物の生産者、地域固有の食品の製造

事業者、小売事業者の減少は、変わって大手量販店の安価で画一的な産品の普及とともに、食文化の急速な

喪失にもつながるおそれがある。安価な食品を販売する大手量販店の進出が、地域事業者の存続をますます

困難にするという循環がみられる。自治体へのヒアリングでは、それぞれの部局が与えられた役割を果たし

ていることは確認できたが、横の連携に乏しく、地域の食の問題を横断的に考える役割を担う組織は存在し

ないのが実情ではないか。この中で、食品事業者の事業承継の問題や、高齢者の食のアクセスの問題、貧困

や低賃金による食の質的悪化の問題などは十分に手当てされていないのが実情ではないか。 

 地域の食に関する様々な問題に関する現状を良く認識しているのは、様々な事業者と取引し、情報へのア

クセス機会も多い中央卸売市場の関係者である。しかし、中央卸売市場は、その地域圏のフードチェーン全

体のマネージメントに関し特別や役割を与えられているわけではなく、フードチェーンの変化とともに市場

の取扱量も減少し、関係する卸・仲卸事業者が縮小するなどの問題が生じている。また、中央卸売市場がな

い市町村では、食を横断的に考える者が不在であるのが実態である。 

 以上を踏まえると、①地域圏の生産・製造人口減少などによって地域の産物を扱うフードチェーンが縮小

し、安価・画一的な大量流通のフードチェーンが拡張する中で、市民の多様で質の良い食へのアクセス機会

の減少、地域の食文化の維持などの様々な問題が発生しており、そのような問題への対応を図るべく、地域

圏のフードシステムとしてその全体を見直す、②そのためには、縦割りの問題に陥らずに自治体が対応でき

るよう体制を強化するなど、それぞれの地域の実情に即した対策を講じることが求められる。地域の実情に

応じた対策を講じるには、実情を把握するためのしっかりとした分析（診断）と、縦割りを超える議論がで

きるようにすることが不可欠である。③問題への対応を図り地域圏のフードシステムを強化する当事者であ

る農業・食品事業者とその議論の場をつくりだすことも求められる。中央卸卸売市場とその関係事業者・事

業組合に加えて、事業継続の技能の高い地域食品事業者、事業組合（専門職業組合）への着眼が必要であろ

う。 

 このような観点から、次節では、第 3章で取り上げた地域圏のフードシステムの強化を先行してきたフラ

ンスと日本の状態を比較しながら、さらに日本の課題の検討を深める。 
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第 2節 日本とフランスの比較 

（１）法制度面 ～地域圏のフードシステムを強化するための法制度～ 
 

 フランスにおいては、法に盛り込まれる以前から、それに先行する自治体の取り組みがあり、法が制定さ

れて以降、取り組みが加速したといわれている。しかし、日本では、これまでのヒアリングなどを通して、

自治体の各部署からは、どのような施策でも国から枠組みが提示されないと動けない、特に部局横断的な施

策についてはそうだとの言があった。そこで、日本とフランスは、食料・農業分野においては「基本法」と

それにもとづく「基本計画」をもつという点では共通するが、その内容の違いを整理しておくこととする。 

 

１）フランスにおける法制度 
 フランスでは、第 3章第１節で紹介されているように、自治体のアソシエーションによる調査研究やフラ

ンス農業アカデミーによる「地域圏フードシステム」の議論のなかで、2014年に「農業・食料・森林未来法」

が定められ、「地域圏食料プロジェクト（PAT）」が法律で位置づけられた。この「未来法」においては、厚

生省管轄の「全国栄養健康計画（PNNS）」が「全国食料計画（PNA）」に関連づけられ、さらに PATのなか

で、地域圏において食料政策の一環である「全国食料計画」と農業政策の一環である「持続可能なレジオン

の農業計画（PRAD）」が接合するように組み立てられている。また、食料に対する政策のなかに、それを通

した雇用の促進や環境の保護への貢献も明示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 章第 38 条「持続可能なレジオン

の農業計画」（PRAD） 
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２）日本における現状の取組 
 日本では、1999年に「食料・農業・農村基本法」（以下「基本法」という）が制定され、「食料の安定供給

の確保」と農業生産活動による「多面的機能の十分な発揮」、その基盤となる「農業の持続的な発展」と「農

村の振興」の 4つの基本理念が掲げられ、食料・農業・農村分野において講じていくべき政策体系が整理さ

れた。 

第 2条（食料の安定供給の確保）において、第１項「良質な食料を合理的な価格で安定的に供給する」に

加え、国内の農業生産の増大を図ることを基本に、輸入と備蓄とを組み合わせて食料の安定供給を図る、農

業の生産性の向上、農業と食品産業の健全な発展を総合的に図ることを通じて、高度化、多様化する国民の

需要に即した食料の供給を行う、不測の事態においても食料の供給を確保することが示された。第 2条がす

べての人を念頭においた食料政策を定めるものとして考えると、主語や目的語が明確でなく、「食料の安定供

給の確保」の目的やその条件の記載がこれでつくされるかは検討を要する。 

第 8条には地方公共団体の責務にも言及され、「食料、農業及び農村に関し、国との適切な役割分担を踏ま

えて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有

する」こととされた。 

 
食料・農業・農村基本法（平成 11年法律 106号）（抄） 
 
（食料の安定供給の確保） 
第二条 食料は、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基礎として重要なもの
であることにかんがみ、将来にわたって、良質な食料が合理的な価格で安定的に供給されなければならない。 

２ 国民に対する食料の安定的な供給については、世界の食料の需給及び貿易が不安定な要素を有していることにかんがみ、
国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄とを適切に組み合わせて行われなければならない。 

３ 食料の供給は、農業の生産性の向上を促進しつつ、農業と食品産業の健全な発展を総合的に図ることを通じ、高度化し、
かつ、多様化する国民の需要に即して行われなければならない。 

４ 国民が最低限度必要とする食料は、凶作、輸入の途絶等の不測の要因により国内における需給が相当の期間著しくひっ
迫し、又はひっ迫するおそれがある場合においても、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じない
よう、供給の確保が図られなければならない。 

 
（国の責務） 
第七条 国は、第二条から第五条までに定める食料、農業及び農村に関する施策についての基本理念（以下「基本理念」と
いう。）にのっとり、食料、農業及び農村に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、食料、農業及び農村に関する情報の提供等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう努めなければな
らない。 

 
（地方公共団体の責務） 
第八条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、食料、農業及び農村に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方
公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 
（食料消費に関する施策の充実） 
第十六条 国は、食料の安全性の確保及び品質の改善を図るとともに、消費者の合理的な選択に資するため、食品の衛生管
理及び品質管理の高度化、食品の表示の適正化その他必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国は、食料消費の改善及び農業資源の有効利用に資するため、健全な食生活に関する指針の策定、食料の消費に関する
知識の普及及び情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。 

 
（食品産業の健全な発展） 
第十七条 国は、食品産業が食料の供給において果たす役割の重要性にかんがみ、その健全な発展を図るため、事業活動に
伴う環境への負荷の低減及び資源の有効利用の確保に配慮しつつ、事業基盤の強化、農業との連携の推進、流通の合理化
その他必要な施策を講ずるものとする。 
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また、第 15 条に基づき、政府は、食料、農業及び農村に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、「食料・農業・農村基本計画」（以下「基本計画」という）を定めることとされた。同条文では、以下の

事項を定めることとされている。 

一 食料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針 

二 食料自給率の目標 

三 食料、農業及び農村に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 

四 前三号に掲げるもののほか、食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために

必要な事項 

概ね 5 年ごとに変更することとされ、直近では、2020 年 3 月に新たな基本計画が閣議決定された。当該

基本計画において、「食料の安定供給の確保に関する施策」が提示されているが、その内容は、「新たな価値

の創出による需要の開拓」「グローバルマーケットの戦略的な開拓」など、産業政策が中心である。 

食料供給は、「総合的な食料安全保障の確立」として、国レベルでの食料安全保障が示されるのみである。

食品流通は、消費者/市民に向けての適切な流通としてではなく、食品産業の競争力強化としてしか位置付け

られていない。消費者に対しては、「食品の安全確保」と「食品表示」の取り組み、さらに「消費者と食と農

の繋がりの深化」として極めて一般的に、食育・地産地消の推進・国産農産物の消費拡大、和食文化の保護・

継承、消費者と生産者の関係強化が提示されるにとどまっている。 

以上のように「基本法」第 2条の食料の安定的確保の条項が「食料政策」の規定として十分かどうかが問

われるが、第１項についても「基本計画」において具体化されているとは言い難い状況である。合わせて、

第 8 条の地方公共団体の責務の規定にもかかわらず、地方公共団体がその区域の条件に応じた施策の策定、

実施にどのように積極的に取り組むのかについての方向性は提示されていない。 

 

日本においても、「食料・農業・農村基本法」とそれにもとづく「基本計画」という法制度の枠組みがあり

ながら、食料政策が食料政策たり得ておらず、加えて、それについての地方公共団体の役割を示せていない

ことが、地方自治体が「地域圏フードシステム」の構築に向けた施策をとりにくくしている大きな要因であ

るといえる。 

 

さらに、都道府県や市町村において計画を作る際、国の法や計画にもとづいて個別課題ごとに計画が作ら

れ、関連づけをすることができない状態にある。フランスでは国の法や計画のなかでそれらを地域圏域で統

合する方向性が示されているが、日本ではそれがなされていない。関連する法として「食育基本法」「同推進

基本計画」、「地産地消法」「同計画」などがあるが、計画上の関連づけは明確ではなく、「健康増進法」「同計

画」は視野に入れられていない。 

 

 

 



 

 95 

 
食料・農業・農村基本計画（令和２年３月 31日閣議決定） 
食料に関する施策の項目の抜粋 
 
第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ず
べき施策 
１．食料の安定供給の確保に関する施策 
（１）新たな価値の創出による需要の開拓 
① 新たな市場創出に向けた取組  
② 需要に応じた新たなバリューチェーンの創出  
③ 食品産業の競争力の強化  
ア 食品流通の合理化等  
イ 労働力不足への対応  
ウ 規格・認証の活用  

④ 食品ロス等をはじめとする環境問題への対応  
ア 食品ロスの削減  
イ 食品産業分野におけるプラスチックごみ問題へ

の対応  
ウ 気候変動リスクへの対応  

（２）グローバルマーケットの戦略的な開拓  
① 農林水産物・食品の輸出促進  
ア 輸出阻害要因の解消等による輸出環境の整備  
イ 海外への商流構築、プロモーションの促進  
ウ 食産業の海外展開の促進  

② 知的財産等の保護・活用  

（３）消費者と食・農とのつながりの深化  
① 食育や地産地消の推進と国産農産物の消費拡大  
② 和食文化の保護・継承  
③ 消費者と生産者の関係強化 

（４）国際的な動向等に対応した食品の安全確保と消費者
の信頼の確保  
① 科学の進展等を踏まえた食品の安全確保の取組の

強化  
ア 生産段階における取組  
イ 製造段階における取組  
ウ 輸入に関する取組  

② 食品表示情報の充実や適切な表示等を通じた食品
に対する消費者の信頼の確保  

ア 食品表示の適正化等  
イ 食品トレーサビリティの普及啓発  

（５）食料供給のリスクを見据えた総合的な食料安全保障
の確立  
① 不測時に備えた平素からの取組  
② 国際的な食料需給の把握、分析  
③ 輸入穀物等の安定的な確保  
④ 国際協力の推進  
⑤ 動植物防疫措置の強化  

（６）TPP等新たな国際環境への対応、今後の国際交渉へ
の戦略的な対応 

 

３）日本における課題 
 フランスにおいては、「食料・農業・森林未来法」において、「すべての人が安全で、健康的で、多様で、

良質かつ十分な量の食料を得られるようにする」ことが食料政策の目的として明示されている。かつ、それ

を実現するために、同法および「全国食料計画」（PNA）において地域圏へのアンカーリングが重視され、同

法により「地域圏食料プロジェクト」（PAT）が提示され、取組が進められている。また、そのなかで「全国

栄養健康計画」（PNNS）、「持続可能なレジオンの農業計画」（PRAD）とも接合されるようになっている。す

なわち食料政策と健康政策、農業政策の接合である。 

 日本においても、フランスの取組を参考にして、すべての人々が十分な食料を得られるようにするための

食料政策の必要性について政府、農林水産省が議論し「食料・農業・農村基本法」と同「基本計画」のうち

の食料計画の部分に具体策を盛り込むことが求められる。そのなかでさらには食育のみならず、厚生労働省

が所掌する健康プランとの結合もできるようにすることが必要であろう。 

また、重要なことは、地方公共団体に対してその地域圏の食料施策や地域圏フードシステム構築の取り組

みを一律に義務づけるものであってはならず、地方自治体や専門職業関係者の自発的意思により、その地域

圏の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、実施できるようにすることが不可欠である。もし、

一律に義務付けると、国が示した記載例がそのまま採用されることが予想され、実質的な議論が期待されな

い。それではそれぞれの地域圏が直面している状況に沿った対応策が講じられることにならず、問題の解決

に手が届かないままになってしまう。そのためには、国レベルの議論を進めるに当たって、市町村を中心に

地域の関係者における機運の醸成が欠かせない。さらに、全国的にも地域においても専門職業者である事業



 

 96 

者の組織化が日本では十分と言えない現状がある。消費者の議論への参画・関与のあり方についても状況が

整っていない。地方自治体と専門職業者については、以下の項でさらに検討する。 

 これら地域の関係者における問題意識の共有や組織化をまず進めつつ、引き続き、食料政策のあり方につ

いて政策研究や議論が進めていくことが重要である。 

 

 

（２）地方公共団体 ～PATを主導する上での自治体の認識・体制・自発的能力～ 
 

日本とフランスの地方自治制度の枠組みは共通するところが多く、それもあってフランスの PATをモデル

として検討した。日仏は、全土に基礎自治体である県、市町村が設置されているが、世界に共通する制度で

はない。例えば、ドイツは連邦制なので州の権限が強い。ただし基礎自治体がある。アメリカは州によって

憲法も異なり、郡以下の自治体は住民自らが作るものであり基礎自治体がない地域の方多い。しかし、日仏

は制度が類似するにもかかわらず地方自治体の自発性には大きな違いがある。その違いを整理しておきたい。 

 

その前に、第３章、第４章で取り上げた自治体の規模に触れておきたい。 

（日本） 

京都市：人口 147.5万人、面積 827.8 km²、農地 2,839 ha (2015年) 

神戸市：人口 153.7万人、面積 552.3km2、農地 4,380ha（2015年） 

洲本市：人口 4.5万人、面積 182.4 km²、農地 2,450 ha（2015年） 

（フランス） 

トゥルーズ・メトロポル：37自治体、人口約 76万人（トゥルーズ市 47万人：2015年）、面積 467㎢

（同 118㎢）、農地 11,000ha 

モンペリエ・メトロポル：31自治体、人口約 48万人（モンペリエ市 29万人） 

トゥルーズ市はオクシタニ・レジオンの首府であり、フランス第５の都市であるが、日本では神戸市が第

６、京都市が第８番目の都市であり、人口規模、人口・面積比率は著しく異なる。メトロポルは広域行政組

織のなかで最大規模のものであるが、75 万前後の人口規模は浜松市、熊本市などであり、20〜50 万人は中

核市の規模に相当する。日本の都市の人口規模は極めて大きい。フランスでは地域圏フードシステムに適切

な市の規模は、100〜150万人、または 50万人以下とされることからすると、京都や神戸は前者、トゥルー

ズ・メトロポルは中間、モンペリエ・メトロポルは後者に相当する。ただし、この二つの規模の想定が何に

起因するのか、また、50万人以下の下限の有無は不明である。 

 

１）フランスにおける地方公共団体/地方自治体の特徴と取組み 
 フランスは基礎自治体を合併しないので、小さな市町村が多く残っており、市の規模もそれほど大きくな

い。そのため、独自の予算をもつ自治体間協力型の広域行政組織（自治体間協力公施設法人 EPCI）が法にも
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とづき、認定、設立されている（第３章第４節図 1 参照）。地域圏フードシステムの形成に適した規模とし

て、広域行政組織がPATの運営者となることが多い。また、第４章第１節でもみたように、各レベルの地方

自治体が合同してアソシエーション（法人）を設立し、PATや地域圏フードシステムに関わる新たな概念の

定立や政策、法の制定につながるような、また自治体の活動を支援する活発な活動をしている。レジオンの

アソシエーション（ARF）、広域行政組織の一つであるアグロメラシオン・コミュニティ（都市圏共同体）の

アソシエーション（TEV）などがある。 

 

PATの取り組みは、197にのぼり、96都府県中 82都府県と６つの海外領におよぶ。PAT対象地域の人口

は約 3,120万人であり、フランスの人口の約 47％を占める。PATの 34％弱は、都市で管理されている。PAT

１つ当たり、平均で 78のコミューン（日本の市町村に相当）、人口約 162,500人で構成されている。 

 PATの運営者の約９割は EPCI（広域行政組織）とプロジェクトの地域圏である。内訳は、EPCIである都

市自治体間の共同体（33.5％）、プロジェクトの地域圏（30.5％）、EPCI であるコミューン共同体（22.8％）

である。 

 これらの地方公共団体は、自ら主導して、専門職業者らを集めて状況を診断し、協議を行なって、課題を

抽出し、独自の行動計画を立案している。共同診断に当たっては、自治体職員（訓練を受けた専門職員を雇

用するところもある）が調査分析を行う他、修士学生（最終年の６ヶ月のインターシップ）、研究者の監督下

の学生グループ、専門のアソシエーションに委託される場合などがある。量的な数値の把握や分析より、質

的な状況の把握や分析が必要とされる。多くの当事者（専門職業者）がラウンドテーブルを囲んで状況を出

し合う方法も取られる。関係者が状況を共有できるようにすることが不可欠とされ、それが議論の基礎にな

る。その結果策定される行動計画は、トゥルーズやモンペリエの例のように類似もあるが異なるところも多

い。PATが、健康政策や環境政策のなかに入っていることもあるという。 

 PATは地方公共団体と地域圏の関係者が主体的に構築しているが、自治体によっては、自力・自助努力に

限界があるので、外部からの技術的支援体制が整えられている。最も代表的な支援組織は農業省レジオン総

局であるが、他の政府組織の地方総局や農業会議所、研究機関、上記アソシエーションも支援に入り、地域

による共同診断やアクションのコーディネーションに対する支援の他、研修や先行する取組成果を基にした

ガイドの作成・公表などを行っている。 

 

２）日本における地方公共団体/地方自治体の特徴と取組 
 日本の基礎自治体においては、政令指定都市（人口 50 万人以上）、中核市（人口 20 万人以上）がそれぞ

れ 20市、60市あり、単独で大きな人口規模を擁している。自治体間連携が必要になる可能性があるのはそ

れ以下の規模の市町村であろう。広域行政組織の制度は、日本でも、住民の生活圏を整えるために 1960 年

代から広域行政圏の整備として進められてきたが、行政機構は一部事務組合が多く、道路やこみ゙・下水道、

消防等の施設および事務の広域共同処理にとどまった（フランスの EPCI も元来こうした施設整備を目的と

しているが、その機能を発展させてきた）。その推進も自治体の自発的なものではなく、国の要綱にもとづき
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一律に進められ、かつ度々の広域合併に吸収されてきた。2009年 6月の第 29次地方制度調査会の答申によ

り、今後は市町村の自主的な判断に任すとされた＊。また、フランスのような自治体合同のアソシエーション

（一般社団法人）を造ることも法律上可能であるが、その例はみられない。 

＊ 横道清孝「日本における新しい広域行政政策」アッフ・゚ツー・デートな自治関係の動きに関する資料No.6、（財）

自治体国際化協会、政策研究大学院大学比較地方自治研究センター、による。 

 

今回、農業振興、産業振興、卸売市場、健康福祉、子ども子育て、学校教育と、自治体の多くの部署への

ヒアリングを行った。その結果、明らかになったことを簡潔にまとめると以下のようである。 

 

まず、全体的にみると、基本施策を立案する際のデータは、アンケートによる市民の意識調査であること

が多く、調査項目も国のそれを踏襲することが多い。都市それぞれの客観的な実情が把握されていない。施

策についても、国のプランが踏襲されている。とくに食育、健康福祉、子育てについて、その傾向が強い。

なされているのはプランの枠内での工夫である。また、これら３つは重なりあうが、プランは部署ごとに立

案したものを統合する方式で作成され、横断的な議論はなされていない。これらのことは、国が具体的な枠

を提示しない課題について自発的な取り組みを進めようとするには、ガバナンス能力も専門的技能も不足し

ていることを示しており、大きなチャレンジが必要となりそうである。むしろ、農業や卸売市場を担当する

部署にそれとは異なる傾向がみて取れた。 

 

以下、分野ごとにまとめる。 

地域圏のフードシステムの強化に取り組むには、まずフードシステムの実態を把握することが基礎になる。

自治体が主導して診断を行うことが望まれるが、診断には今回のような質的・量的な調査が必要になる。そ

の際、中央卸売市場は圏内のフードチェーンの中心に位置するので、京都市や神戸市のように中央卸売市場

を開設している自治体は、集荷先・分荷先の地域や事業者という繋がり、取扱量を通して、フードチェーン

について一定の状況を把握できる。一方、中央卸売市場を開設していない自治体は圏内のフードチェーンの

状態を把握しにくく、洲本市ではできていない。中央卸売市場を開設しているか否かは、状況の把握や強化

の方策において大きな違いを生むと考えられる。 

さらに診断のみならず、フードシステムの強化に取り組む際にも、中央卸売市場は大きな役割を果たしう

る。フランスでも公益卸売市場は公的主体が食に直接関与できる唯一の手段であると認識されている。日本

は、32の自治体が中央卸売市場を開設しており、主導者である自治体は大きな手段を保持しているといえる。

京都は特にそうであったが、中央卸売市場は地域に密着し、食文化を支える多様で質の良い品物を扱いたい

と考えており、行政もそれを支えようとしている。しかし、市民が十分にアクセスできているかどうかまで

はまだ視野に入っていない。 

 

農業振興部署については、神戸市は市民の農業参画を推進している。京都市は中央卸売市場等と連携し生
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産から販売までの切れ目のない取り組みを行うことを謳い、部署横断的取り組み、あらゆる産業分野との連

携促進を方針としており、フードシステムの強化につながる視点をもつに至っているが、実施はこれからで

ある。 

 

一方、産業振興部署においては、神戸は港湾をもつためか原料輸入や製品移出が、また企業間関係が視野

の中心であり、京都は近年食品産業施策を講じるようになり、川上、川中、川下を繋ぐことを重視している

が、ビジネスマッチングでありフードチェーンを繋ぐ視点には至っていない。また、どちらにおいても職業

別の事業組合の状態についてはまったく把握されていない。 

 

さらに、市民にもっとも接する立場にある健康福祉、子ども子育ての部署では、京都では栄養や食の教育

（食育）は認識にあるが、食は生活の一要素との認識に留まり、市民の食を支える環境を整え、弱者を底上

げすることには認識が至っていない。一方、神戸は食の役割を大きく認識しはじめていることが窺えたが、

文書回答のため詳細は不明である。また、いずれも他部局との連携は視野に入っていない。 

 

３）日本における課題 
 日本とフランスの地方自治制度の枠組みは共通するところが多く、にもかかわらず地方自治体の自発性に

は大きな違いがあり、日本の今後のあり方を考えるためにも、フランスの地方自治体の活発な活動の由来に

ついては調べが必要である。フランスは強い中央集権国家とされ、近年の行政権限の地域への移譲が進めら

れてきた結果とみる向きもあるが、その解釈では無理があり、もとより国からの上意下達で地方自治が進め

られてきたとは考えにくく、その点についても調べが必要である。 

 

日本でも、フランスの地域圏食料プロジェクト（PAT）のように国が実施を法に盛り込んだとしても、そ

こにはフードシステム関係者の繋がりの強化や地域圏内のフードシステムの強化という大きな目標、それを

達成するための共同診断や行動計画立案という手法は提示されるが、その具体的な進行は自治体が主導して

自発的に行い、地域圏の状態に即した仕組みを作るものとなる。自治体が自発的に取り組めるようになるに

は、１）市民の抱える食生活上の課題、多様で良質な食料へのアクセスの課題が存在することへの認識、２）

ガバナンス能力や専門的技能の獲得が必要である。後者については、関係者の議論により課題を抽出し目標

や行動を定める力、部局間の議論により連携を進める力が求められる。専門性を高めそうした力をつけるに

は、計画的なキャリアパスも必要である。 

 

地域圏の範囲については、日本では政令指定市や中核市は単独でも可能であると考えられるが、それ以外

の市町村で地域圏の範囲をどのように考えれば良いか、また、制度的に連携協定か、広域行政組織を作るこ

とが必要かについては、今回のヒアリングでは材料が得られなかった。こうした協定や組織の活動内容は地

域経済や環境、文化などにも及ぶものであり、食はそのきっかけになると考えられる。 
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市が主導して取り組みを進めるとき、体系的に課題に取り組むには、農業・卸売市場・食品産業・健康福

祉・子供子育て・学校教育など市内部の部局間で幅広い連携体制を構築する必要があるが、直ちには難しく、

ヒアリングの限りでは、もっともフードチェーンを繋ぎやすい位置にある中央卸売市場部局、農業部局が連

携してあたることが現実的だと考えられる。市民まで視野に入れてフードチェーンを繋ぐこと、さらに、生

活弱者の食生活の底上げ、健康・福祉、子育て部局と連携することは、その先の積み上げとなろう。もちろ

ん地域によって順序は異なるかも知れない。あわせて、専門職業組織の育成や連携の促進も必要である。 

一方、中央卸売市場を開設していない自治体について、どこがコアとなれるかの検討は、今回のヒアリン

グでは材料が不足した。農業部局が主導し、農協や地方卸売市場、生協と連携し、対象を広げていくことが

可能性としては考えられる。 

 

自治体が主導して自発的に取り組むこと、関係者の議論をもとにすること、実際にどのような行動計画が

できるかについては、モデルが必要であろう。今回協力を得た３市はその候補となり、調査結果は検討の材

料になろう。 

 

 

（３）専門職業者が一同に会する場、事業者の状態～専門職業組織の機能、卸売市場の機能～ 
 
１）フランスにおける取組 
 フランスでは、1901年の「協会法」に端を発し、1975年「農業の専門職業組織に関する法」、2010年「農

業漁業近代化法」などの変遷を経ながら、専門職業組織に関する長い法制度の歴史がある＊。 

 専門職業組織（professional organisation）は、産業自らが組織するものであり、主要品目のフードチェー

ンの各段階において組織が存在し、産業の進歩と中小企業の支援に取り組んでいる。牛肉や豚肉、牛乳、野

菜など、品目によっては、小売までの全ての段階の組織が集まった専門職業間組織（inter professional 

organisation）がある。これらの組織は、修士や博士の学位をもつ専門性の高い職員を抱えている＊。 
＊ 新山陽子他（2014）「フランス、オランダの農業・食品分野の専門職業組織 ─設立根拠法と組織の役割、職員の

専門性─」『フードシステム研究』第 20巻 4号：386-403 

地域圏食料プロジェクトは、生産者、加工業者、流通業者を緊密に結びつけることを目指しており、農業

や食品産業の専門的な仕事の役割が重視されている。考慮すべき課題には、横断的に取り組めるようプロジ

ェクトが組まれ、関係者が集められ、共同診断がされ、行動計画は協力して開発される。その際、専門職業

組織には地域支部があり、地域圏において関係者が集まるのは難しくない。 

また、公益卸売市場の関係者を集める機能にも注視されている。トゥルーズにおいても、メトロポル内の

多様な買い手をすべて集め、売り手として近隣の生産者や食品製造業者を集め、関係者全体をまとめる機能

を果たすことが強調されていた。フランスの卸売市場は、生産者や卸売業者が売り場で直接販売する仕組み

であり、加工食品も同じようにして販売されるので、関係者が一同に会する機能が高い。モンペリはワイン
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やチーズを含む多くの地域産品を扱っている。 

 

２）日本における現状の取組 
 日本においても多くの専門職業組織があり、全国組織、県支部をもつが、職員の数も少なくその多くは事

務職員であり、専門性の高い職員は酪農・乳業分野など一部を除いてほとんどいない。市のレベルにも専門

職業組織はあるが、実情を把握している市はほとんどないのでないかと推測される。京都市については産業

企画室からリストの提供を受けたので、今後、実情の調査が望まれる。 

 

 他方、日本では記述の通り、多くの都市に中央卸売市場が設置されており、ここが多様な売り手と買い手

の結節点となりうる。ただし、日本の制度では直接会合はせず、加工産品は通常の売り場では扱われていな

い。一方、日本には、青果、水産それぞれに仲卸組合がある。食肉市場には仲卸制度はないが、買参組合が

ある。また、開設者である市の市場課が開催する、卸売会社を含めて、関係者が一同に会する運営協議会も

ある。市場によって異なろうが、議論することを重ねると、重要な意見交換、合意形成の場となる。 

 考慮を要するのは、地域圏のフードシステムの結節点としての位置には、市場によって違いがありそうで

ある。今回の調査の範囲でも、京都市では市内の多くのスーパーマーケットや飲食店は京都市場から仕入れ

ており、神戸市でも市場からの搬出先としてスーパーマーケットの割合は高いが、近隣の大阪市場からの仕

入れを行うスーパーマーケットもみられる状況であり、ひとつの市場流通の流通実態で把握できる範囲に違

いもある。 

 

食品事業者の状態については、食品製造や卸売、小売の事業者における事業や経営のガバナンス、地域の

事業者や地域の人々との結びつきには大きな幅があると推測される。今回のヒアリングでは、３市の代表的

な業種について、地域性のありそうな事業者にヒアリングが行われた。対象数が限定されたので情報量も限

定され、その限りでだが、以下のような状況が捉えられた。 

京都市では、品目によって状況に違いがありそうであった。牛肉、味噌、漬物、豆腐の歴史のある店は、

馴染みの客を抱え、仕入れも中央卸売市場や市内・府内農家が多い。デパートを含めて地元の店や自店での

販売へのこだわりがある。職業組織の結束も強い。時代の動きをみながら製品づくりの技能、事業の先をみ

すえる力を磨くことがなされている。世代交代の準備も怠りなくされている（豆腐業界では後継者不足だと

いう）。経営問題は出されていない。地元スーパーマーケット、生協は、地域密着で展開している。しかし、

今後については、域外からの安売りスーパーの進出により危惧されている。他方、乾物の卸・小売は、若い

人を含めて馴染みの客を持ちながらも、スーパーマーケットの進出などで打撃を受けており、後継者確保が

困難であるという。京都市との連携については、食肉買参組合（食育）、生協（食品ロス）を除き、個々の事

業者には声がかかっていない。 

神戸市では、市や県との連携は比較的活発である。一方、食品製造業の場合、原料の仕入れや製品の販売

においては、あまり地元が意識されていない。視野は関西や近畿であり、その関西の消費者のニーズともマ
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ッチしないとの言もあった（例えば、関西の消費者は価格を気にするなど）。また、経営コスト問題への言及

が多かった。対して、小売市場、商店街がかなり残り、近隣住民との関係が強い。また歴史のあるコープこ

うべも地域の人々との繋がりが強いが、組合員が高齢化しているようである。移動販売など買い物弱者対策

も行われている（京都は、街中は不要であるが、北部山間地の状況は不明である）。 

洲本市のヒアリングは地元スーパーマーケット１社のみであったが、地域の食文化が残り、人々は地元の

ものを好むので、地元のものを扱っている。自らを地域の重要なインフラと認識し、過疎地に店舗を開いた

り、出店できないところに移動販売を行なっている。 

大手スーパーマーケットの域外からの参入について、神戸のヒアリングでは言及がなかったが、京都、洲

本では警戒されており、地域スーパーマーケットの役割の尊重が訴えられていた。 

 

３）日本における課題 
 日本では専門職業者を集める場合は、まず中央卸売市場をその場とし、開設者である市の市場課、卸売会

社、仲卸組合、買参組合を束ねると、そのうえにさらに異なる組織間の議論や連携も可能になるように考え

られる。議論の習慣や蓄積がないと、連携は難しいが、議論することを重ねると、重要な意見交換、合意形

成の場となる。京都市では、卸売会社、仲卸組合に加えて、青果、水産の小売商業組合（専門小売店の組合）、

食肉では買参組合も運営協議会に出席しており、運営協議会が市場外の小売事業者を含むすべての市場関係

組織の議論の場となっている。地域圏内のフードシステムについての状況把握や、課題抽出、行動を論じる

ことのできる場として、最も大きな可能性を持っている。議論の輪を、課題によっては、市内農家、府内農

家に拡大し、専門小売店のみならず地域事業者（地元資本）であるスーパーマーケットや食品製造業者に拡

大することも可能であろう。 

 

専門職業組織との問題意識の共有、組織間の連携も必要であるが、実質的な活動がされていないことも多

いので、中心的役割を担える組織や事業者を診断のなかでみつけだすことが必要である。今回のヒアリング

の情報では、京都は京都府食肉協同組合、京都府豆腐油揚商工組合、神戸は神戸市小売市場連合会などがそ

れにあたりそうである。将来的には、支援して組織を育てることが必要であろう。 

 

食品事業者の事業特性や経営状態、後継者の有無は、地域や品目によって違いがあり、診断のなかで把握

が必要ではないか。小売店、スーパーマーケットについては、京都、洲本では域外からの安売り店の参入が

警戒されており、対応の考慮を要する。神戸は、経済圏が大阪と繋がっており既に混在かしている状態か、

あるいは事情が認識されていないのか、調査を要する。事業の継続性の高い事業者においてその鍵となって

いるものは何かについて、難しい課題であるが検討が必要であろう。 

 

 

 



 

 103 

（４）プロジェクトの内容について 
 
 フランスはトゥルーズ・メトロポル、モンペリエ・メトロポルの事例が下記表のようにまとめられる。食

のさまざまな面を考慮しそれを結びつけようとするシステミック PATに属するが、トゥルーズがよりその傾

向が強く、市民自らが行動を変えるための情報提供や食生活改善支援まで行われている。モンペリエは農業・

農村、地元食材活用のウエイトが大きい。公益卸売市場を重視しているところは共通する。 

 
トゥルーズ・メトロポルの PAT モンペリエ・メトロポルの PAT 

柱 プロジェクト 柱 プロジェクト 
地元の生産・就農
の支援 

農業プロジェクト間の繋がり、農
地の保護、農業公園の活用など 

アグロエコロジー
農業の強化 

農場のネットワーク、メトロポル
所有地に受入 

集団給食の支援 包括的支援の提案、市町村共同の
公共契約、調達方法の共有、意識改
革 

隣接する農村地域
の連携 

憲章の締結、Webプラットフォー
ム 

フードチェーン
の構造化 

公益卸売市場を介し地元製品の流
通の最適化、可視化、満たされてい
ないニーズを補完、手法実験 

公益卸売市場との
連携 

地元食材を使った加工センター
の設置 

学校給食 食品ロス対策、地元食材使用メニ
ュー開発、地元調達 

意識改革とアク
セスの改善 

市民自ら行動を変えるための情報
提供、良質な食品の入手場所の確
保、生活費の範囲内での食事改善
の支援、地元産品の可視性向上 

家庭菜園・共同菜園の設置 
イベントへの市民の動員 
事業者との連携 食品企業の支援を通した農業の

多様化、ゴミ分別、流通業者と連
携した短い経路の供給 

 

日本ではまたプロジェクトが行なわれていないので、京都市ヒアリングから導かれる範囲の極めて限定的

な例示にとどまり、かつ、プロジェクトは自治体と専門職業者など関係者自らが協議し、判断するものであ

り、他から与えられるものではないが、イメージづくりのために例示しておく。中央卸売市場がフードシス

テムの構造化の核となり、密な関係づくりを広げることによって、捕捉が必要な課題に取り組みを広げてい

けるのではないかと考えられる。市民の食環境や食生活の改善支援は、保健福祉部局との連携が必要なため

直ちに方策が見えないが、農林部は農林振興センターが区役所へ移転したことよって健康福祉面での連携を

期待している。 

 
柱 プロジェクト 連携部局・連携者 

１）中央卸売市場を介し
たフードシステムのさ
らなる構造化 

地元農産物の市内への供給拡大（規格の
検討など） 
 

中央卸売市場と農林部の連携：農林振興
センター、卸売会社、仲卸組合、専門小売
店の協議 

地域に密着した専門小売店の育成 上記に、水産仲卸組合、卸売会社の参加 
小売店の売り方の工夫 同上 
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地元スーパーマーケットの事業強化 同上（地域企業振興条例を元に） 
２）学校給食の充実  卸売市場を通した地元農産物の供給拡

大、卸売市場の扱う水産物の供給 
同上から教育委員会への働きかけ 

３）市内・府内農家の育
成 

農産物：直ちに方策が見えないが、上記の協議のなかから生まれないか 
京都肉の和牛：方策はあり、京都府との連携が必要 

４）市民の食環境・食生
活の底上げ 

直ちに方策が見えないが、農林振興センターの区役所への移転による保健福祉センタ
ーとの連携の可能性あり 

 

 

第３節 日本の問題点に対応するための方策 

 

前節までを踏まえ、今後、日本においてもフードシステムの強化に向けた地方自治体による主導的・自発

的な取組が展開されるよう、その方策を提言として以下に整理する。 

 

 

＜提言１＞ 

 地域圏の実情を踏まえたフードシステム強化に向け、地方自治体等による主導的・自発的な診断や協議、

課題への取り組みが促進されるよう、必要に応じた柔軟な支援を国および大学や研究機関が行うこと。 

 

まず重要なことは、地方自治体を中心に地域圏の関係者レベルにおいて、フードシステム強化に向けた主

導的・自発的な議論・取組の重要性が認知され、行動に移されることである。しかしながら、今回ヒアリン

グの限りでは、地方自治体において部局横断的な議論が一般的に行われているとは言いがたいことが確認さ

れた。 

さらに、中央卸売市場を開設する自治体では、地域圏でのフードチェーンの状況を比較的把握している一

方、中央卸売市場を開設していない自治体においては、圏内のフ－ドチェーンの状況把握自体が困難な自治

体があることが確認できた。 

このため、全国一律的に取組を進めようとすることは現実的ではなく、全国に 32 ある中央卸売市場を開

設する地方自治体を念頭に置き、その中でも、これまでの議論の蓄積がある京都市及び神戸市を候補とし、

継続的なコミュニケーションを図り、まずは地方自治体内での理解と機運の醸成を図る。また、今回ヒアリ

ングを行った洲本市においても、中央卸売市場を持たない地方自治体としてのモデル事例になり得ることか

ら、同様に意見交換を継続する。 

その上で、地方自治体内における理解醸成を図る上で、定性的・定量的に実態把握（診断）を行うことが

欠かせないが、地方自治体がよく使う手段としては市民アンケートであり、これでは適切な現状把握が難し

いことが多い。課題認識に至れる適切な診断を行うには、候補自治体におけるヒアリング調査や統計の解析、
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さらに専門職業者がラウンドテーブルを囲んで状況を出し合う等ができるように、国や大学を含む研究機関

が必要な支援を行うこととしてはどうか。 

 

 

＜提言２＞ 

 地域の関係者の理解醸成、取組の進展状況を踏まえ、次期基本計画において、地域圏フードシステム強

化に向けた施策を位置づけること。 

 

基本計画において、「食料の安定供給の確保に関する施策」が提示されているが、2020年３月閣議決定の

現行基本計画においては、地域圏フードシステムの強化に向けた施策は位置づけられていない。 

基本計画が概ね５年毎に変更することとされ、2025年に次期基本計画が見直されると考えられる中、次期

基本計画においては、提言１による地域の関係者の理解醸成、取組の進展状況を踏まえながら、地域圏フー

ドシステム強化に向けた施策を位置づけてはどうか。 

その際、フランスの取組を参考にし、全ての人々が十分に食料を得られるようにするための食料政策の必

要性を農林水産省が中心となって議論を行い、農業政策はもちろん、食育基本計画や健康日本 21 など、健

康政策・栄養政策との接合にも十分留意する。 

また、地域圏フードシステムに関する施策を基本計画に位置づけるに当たっては、地方自治体の役割を適

切に明示し、かかる議論や取組を一律的に義務づけるのではなく、地方自治体等の地域の関係者の自発的意

思により取組が進むよう、十分に留意しなければならない。 

さらにそのためには、「食料・農業・農村基本法」においても、第 2条第１項を達成するための方策として

地域圏フードシステムの強化を位置付けることが望まれるのではないか。 

その上で、これら基本計画、基本法における検討プロセスに備え、引き続き、食料政策のあり方について

政策研究を進めていくこととしてはどうか。 

 
 

＜提言３＞ 

 地方自治体等の地方公共団体には、圏内の人々への食料供給の向上、それを支えるフードシステムが強

化できるように、フードシステムを構成する専門職業者との関係を密にし、自発的な行動が期待される。 

 

すべての人が安全で、健康的で、多様で良質かつ十分な量の食料を得られるようにするために、フードシ

ステムを構成する専門職業者や市民との関係を密にし、地域圏のフードシステムを強化するためのプロジェ

クトを主導することが望まれる。 

その際、フランスの取組が参考になるが、専門職業者をはじめとする関係者を集め、実情を把握するため

の診断を行い、協議し、取り組むべき課題とプロジェクト、ガバナンスを考えることが有効である。第４章
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第 2節のガイドを参照されたい。 

食料の供給について、中央卸売市場を開設する自治体では、市場が専門職業者を集め、実情を把握し、密

な関係をつくる核となりうる。市の内部でも農業・卸売市場・食品産業の関係部局の連携が必要である。さ

らに、健康福祉・子供子育て・学校教育などの部局と連携して、市民や子どもたちが取り残されないよう食

料にアクセスでき食生活を向上できるように支援することも望まれる。 

限定された調べに基づくものであり、状況は地域によって異なりため、同一には考えられないが、第３章

第 1節の京都市のまとめ、本章第 2節の（２）〜（４）を手がかりに、地域圏に即した取り組み方を模索さ

れたい。 

なお、どの地域範囲をまとまりのある地域圏とするかについては、政令指定都市や中核都市は単独で一つ

の地域圏となりうるがその他の地域でどう考えるかは模索が必要である。 

まずは今回調査を行った京都市、神戸市、洲本市をモデル事例として、引き続き意見交換やプロジェクト

の研究を継続する。  
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※敬称略。肩書は執筆当時。  
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第 1節 新山陽子、上田遥、大住あづさ、工藤春代、松原拓也 

第 2節 清原昭子、山口道利、八木浩平 
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第４章 新山陽子、大住あづさ、上田遥 （詳細は各節の末尾に記載） 
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