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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。  



77 
 

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 



80 
 

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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