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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
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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。 

  



44 
 

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） 
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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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