
調査資料Ⅰ

UR協定実施下におけるフランスの

農業構造・経営対策の動向

東京大学社会科学研究所教授 原田純孝

1.はじめに

ガット・ウルグアイ・ラウンドの農業交渉

の合意に伴い、そこでの決定事項を前提とし

てどのような国内農業政策を実施していくか

という問題は、日本におけるのと同様にフラ

ンスでも、現下の農政の最重要な課題を構成

している。しかもフランスの場合には、国内

産業の一環としての農業のもつ意義がわが国

より格段に大きいので、そのための政策展開

に向けられている努力には多大なものがあり、

その範囲や射程距離の広がりもきわめて広範

なものとなっている。また、EUレベルでの

共通農業政策の実施との対応関係をどのよう

に図るかという、わが国にはない問題もある

ため、その全体像を簡略に描きだすのはそう

簡単なことではない。さらに、現時点におけ

る政策動向は、否応なく、これまでの政策の

あり方と関係諸制度の基礎の上に展開してい

るから、その基礎の部分をあらかじめ把握し

ておかなければ、現時点の政策動向を的確に

理解することはできない。

そこで本稿においては、とくに80年代以降

の政策展開の沿革を簡単に踏まえたうえで、

現在進行中の政策展開の動向の特徴的な点を、

筆者がこれまでに入手しえている情報に基づ

いて概括的に素描することにする。特徴点の

選択にっいては、できるだけ、今後のわが国

の農政の方向づけにとって参考になりそうな

点を重視するように努めた。ただ、いずれに

せよ全体の詳細に立ち入るだけの紙幅はない

ので、取り扱った問題ごとに筆者の関連の論

稿をあわせて参照されることを希望する。

Ⅰ 現在の政策動向を把握するうえでの前提

的諸問題

(1)現在の政策動向とその新しい文脈

周知のように、EUでは、UR農業交渉の

妥結をにらんで1992年5月にEU共通農業政

策＝CAPの改革が行われた。この改革は、

その後の交渉の妥結と協定の実施を背景に、

さらに一連の関連政策や諸規則の決定・実施

という形で引き続いている。

そのもとで、フランスでも新たな構造・経

営対策の展開があり、1995年2月には、「農
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業近代化法」という大きな新立法も制定され

た。さらに96年の春からは、1960・62年の

「農業基本法」――正確には「農業の方向づ

けの法律」――それ自体の見直しと、新たな

「基本法」＝「方向づけの法律」の制定に向

けた検討作業も開始されている。その意味で

は、EU、フランスの農政がもう一つ新たな

段階に入りつつあることは間違いない。

(2)フランスについての前提的諸問題

ただし、冒頭でも触れたように、その動き

と内容の意義を的確に把握するには、その前

提となっていることがらを理解しておくこと

がどうしても必要である。

その一は、フランスの農業構造・経営対策

の展開過程の特徴である。

その二は、その中で形成・確立された農地

制度の構造と構造・経営政策の体系の内容で

ある。フランスの現在の構造・経営対策の基

礎をなす制度・政策の基本的枠組みは、80年

代までに作り出されたものであるが、そこに

見られる農地制度の構造ならびに介入手段と

その論理は、わが国のそれとは自ずから違っ

た点をもっている。また、経営対策の早期か

らの存在とその政策論理の違いにも、十分な

注意を払う必要がある。

その三は、EC・EUレベルの政策・規則

との接合関係とその論理のあり方である。こ

れも、70年代と80年代半ば以降とでははっき

りした変化・発展があり、さらに最近にもそ

の新しい展開の兆しが見られている。

以下では、まずこれらの点をざっとフォロ

ーし、その上で現在の政策の展開状況と特徴

を、主要な施策・問題についてみていくこと

にする。

Ⅱ フランスの農業、農政(構造政策)と農

地制度

1.農業構造政策の展開過程

(1)1960・62年の「農業の方向づけの法律」

すでによく知られているように、フランス

の構造政策は、1960・62年の「農業の方向づ

けの法律」の制定を契機に急速に展開した。

その目的は、規模拡大による家族農業経営の

近代化、農工間の所得格差・生活水準格差の

是正、競争力のあるフランス農業の育成など

であり、最後の点を別とすれば、わが国の農

業基本法とほぼ共通したものであったといえ

る。採用された政策の論理や問題意識もほぼ

共通しており、わが国の農地保有合理化法人

(とくにその初発の構想であった「農地管理

事業団」)に相応するSAFER＝「土地整

備農村建設会社」や、農業生産法人の中心と

なるGAEC＝「共同経営農業集団」(いわ

ば組合法人)などの制度も、この時期(60・

62年)に創出された。

他方、戦後の農地改革を耕作権の抜本的強

化で行っていたフランスの場合には、農地賃

貸借制度が農地制度の最重要な柱をなしてい

たが、この特別法も、農地賃借権の法的保障

の一層の強化を図る方向であらためて整備さ
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れ、75年頃までに――契約期間を18～25年以

上とする長期賃貸借制度の創設などをも含め

て――一応の完成した形態を作り出すに至る。

70年にGFA＝「農業土地集団」という、農

地所有を目的とする特別の組合法人の制度が

整備されたのも、この賃貸借制度の発展を踏

まえたうえでのものである。また、1958年に

実験的に導入・創設された経営規模の変動規

制(経営の兼併・合体の規制制度)も構造政

策の推進過程で顕著な発展を遂げ、80年代に

は農地制度の中核の一つをなす制度に育って

いくことになる。

(2)70年代前半からの構造政策の見直しと

修正

政策の強力な推進の結果、60年代末から70

年代初めには、すでにはっきりした成果が見

えてきたが、逆にその反面で新しい問題も登

場した。山岳地域その他の条件不利地域を中

心として過疎化と農業従事者の高齢化現象が

早くも顕在化してきたのである。この点につ

いては、フランスでは都市と農村の区分がは

っきりしており、農村部での兼業機会も少な

いため、農業経営数の減少が直接人口減につ

ながっていくことに注意しておく必要がある。

わが国では北海道でみられるような事態であ

る。

その結果、1972、73年頃から、まず山岳・

山間地域を中心とした条件不利地域を対象と

して、その地域内の農業経営に対する特別援

助施策と、青年農業者の自立促進助成政策が

登場した。過疎化と高齢化への対応策として

の後者の政策は、すでに1976年には全国一般

の施策となる。また、山岳・条件不利地域へ

の援助施策も、それが75年にECレベルの施

策として採用されたのを受けて、77年から新

たな発展を始める。これが、いわゆる「直接

所得補償」の最初の形態である。

青年農業者の確保対策としては、他にも、

ある種の家族協定を制度化した「経営協力

者」制度の導入などもあった(73年)。また、

青年農業者の自立助成政策の展開を受けて、

青年の自立の手段としてGAEC＝共同経営

農業集団を活用する手法が普及し、75年頃か

らその設立数が顕著に伸びていくことになる。

(3)1980年の新「農業の方向づけの法律」

このような70年代後半の政策の見直しを踏

まえて、1980年には新「農業の方向づけの法

律」が制定された。これは、従前の「方向づ

けの法律」はそのまま生かしたうえで、その

目的や内容を現段階の要請にマッチさせるの

に必要な新しい方向づけや所要の措置を追加

する、という形で制定された。フランスの

「方向づけの法律」は、日本の基本法とは異

なって、単なる理念や政策方針だけでなく、

同時に基幹的制度の具体的内容をも定めるの

で、そのような立法形式が可能であり、かつ

必要でもあったのである。事実、この1980年

法も、農地所有権への新たな規制の強化を伴

った、さまざまの重要な制度改正を行ってい

る。
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1980年法は、新しい最重要な政策目標の一

つとして、とくに青年農業者の自立の促進を

掲げた。農村の過疎化と高齢化に事前に対処

すると同時に、次代の有能な担い手を確保し、

フランス農業の競争力を維持・発展させるた

めである。そのため、70年代以来引き続いて

いた農地価格の上昇傾向を背景に、農地政策

関係だけでも以下のような新しい措置を導入

している。

まず、①一般的な地価対策の措置の強化を

前提として、②農業経営資産の相続特例制度

を抜本的に整備した。農業後継者となる相続

人が、より少ない負担で一体的かつ安定的に

経営を承継できるようにするためである。ま

た、③従来の経営規模の変動規制制度を抜本

的に改善・強化して、「農業経営構造コント

ロール」制度に再編した。内容はのちに触れ

るが、その狙いは、農地の経営権の移動への

コントロールを強化し、より多数の青年の農

業経営者としての自立を可能ならしめようと

いうものである。④離農補償金=IVDの支

給制度も、また、⑤GFA－農業土地集団の

制度も、同様の目的、すなわち青年の自立促

進により適するように改善・整備された。⑥

SAFERについても、その介入機能の強化

とあわせて、同様の目的に沿った活動の方向

づけ(取得した農地の再譲渡に際しては、青

年の自立促進を最重視する)が行われている。

その上でさらに、⑦84年には青年農業者自

立助成制度の新たな整備・強化も行われた。

「自立助成金」＝DJAの支給を中心とする

この制度は、条件の不利な地域ほどより手厚

い援助がなされる仕組みになっているので、

それが同時に、条件不利地域対策の重要な一

環としての意味をもったことにも注意してお

く必要がある。

(4)85年頃からの一連の立法

さらに85年頃からは、一連の新たな政策・

立法の展開が始まる。その一つの背景は、E

Cレベルで農産物の過剰と財政負担問題、集

約的な農業による環境汚染問題等を要因とし

て共通農業政策の見直しの動きが始まり、85

年に具体的な制度改革が実現したことにあっ

た。その内容はのちに触れるが、フランスと

しても、ECの制度・政策の改革の動きに対

応していくことが当然に必要になったのであ

る。

いま一つの背景は、その問題とも関連した

フランス国内の固有の農業情勢への新たな対

応の必要であった。例えば、ECによる過剰

対策としての価格支持政策の抑制的運営は、

当然にも農業経営の収支採算に大きな影響を

及ぼし、山岳地域その他の条件不利地域等で

の農業維持を一層困難にさせることになる。

事実、そういう状況をも背景として農地価格

は、80年代の初頭から一転して低落傾向を示

し、地価上昇期に多量の農地ストックを取得

・形成していたSAFERの活動や経営にも

深刻な影響をもたらした。また、農業経営の

破産件数もはっきりとした増大傾向を見せて
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いた。

そのような状況に対処するために、82年頃

から山岳地域対策の大幅な見直しが進められ、

85年には「山岳地域の保護と開発に関する法

律」が制定された。他方、一般的な農業経営

対策としては、破産問題への対処をも意図し

て、85年に「有限責任農業経営」＝EARL

という新しい農業生産法人の制度化が行われ

た。これは、一人だけでも設立可能な出資型

の組合法人であるが、以後における農業経営

の法人化促進政策の出発点を示すものでもあ

った。

また、86年には、以後90年までの間に本来

的な意味での離農促進政策を終了させること

が決定された。他方、1988年には、青年農業

者自立助成政策の大幅な改善・強化があらた

めて行われている。とくに農業に従事する妻

の地位に大きな配慮が払われたことに注意し

ておく必要がある。

(5)1988年12月の「農業経営適応法」と90

年1月の「補完法」

そのような動きを踏まえて、そうした新し

い政策の展開に一つのエポックを画そうとし

て制定されたのが、1988年12月の「農業経営

適応法」と90年1月の「その補完法」である。

これらについては、筆者自身、その翻訳と詳

細な解説を書いているが、その内容の特徴的

な点としては、以下のようなものがある。

ECレベルの動きへの対応としては、①生

産調整措置や、②環境保護施策への対応策、

③農村開発政策の重視などがある。他方、国

内の農業情勢への対応策としては、④以上の

問題をも包摂した形でのSAFERの新しい

位置づけと役割の付与、⑤有能な若い農業者

の確保対策としての意味も持つ農業者に対す

る社会保障政策の強化、⑥組合的法人経営形

態の活用による家族農業経営の一層の近代化

の方向づけ、⑦その中での女性の地位の改善

・強化などが行われた。もちろん、⑧競争力

の強化を狙ったさまざまな負担軽減・生産コ

ストの引き下げ措置も同時にとられている。

(6)1992年のCAP改革と1995年の「農業

近代化法」

今日から振り返ってみると、実はフランス

もECも、その頃までの国内、域内体制の整

備をもってガットの農業交渉を乗り切ろうと

考えていたような節がある。しかし交渉は難

航し、91年のマクシャリ―提案を経た上で、

92年5月に新たなCAP改革が行われた。フ

ランス国内では、それに対する新たな対応策

をとることが約束され、それが1995年の「農

業近代化法」という形で実現されることにな

る。ここでも、青年農業者の自立の確保が最

重要課題の一つとなるが、これはまさに現段

階の話であるので、のちに触れよう。

(1)若干の留意点

なお、以上のようなフランスの構造・経営

対策の展開過程を見る際に、とくに留意して

おいたほうがよいと思われる点が幾つかある。

第1は、EC域内での価格支持政策は、E
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Cレベルで決められるということである。

他方、第2に、構造政策に関しては、各構

成国が独自の対策を展開するかなり大きな裁

量の幅をもっている。農業構造の状況や農業

・農村問題が国や地域により大きく異なるこ

とを考えれば、それは当然のことであろう。

85年頃からは、構造政策の領域でもECの共

通規則がそのまま適用される場合が次第に増

えてきてはいるが、構造・経営対策の領域で

各国の独自性が発揮される度合いは、なお大

きい。

第3は、ECでもフランスでも、農政の対

象としては基本的に「主業的農業者」を念頭

においてきたことである。「主業的」という

のは、その労働と所得のそれぞれ半分以上を

その農業経営に依拠していることをいう。こ

れは、わが国の農政が兼業農家をも広く包摂

する形で進められてきたのとは大きく違う点

であり、政策や制度のあり方にも少なからぬ

影響を及ぼしてきている。ただし、条件不利

地域等については、この要件はとくに近年に

次第に緩められ、むしろ兼業化の積極的な促

進策がとられていることにも注意を要しよう。

2.フランスの農業経営と構造改善の現況

次に、そうした政策推進の結果としてフラ

ンスの農業経営が現在どのようになっている

かを、ごく簡単にみておこう。

農地面積はフランスでも減少傾向にあり、

1950年の3,340万haが、1993年には3,030万

図表1 経営者数と平均経営規模の推移
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haになっている。その上で営まれている農業

経営の数は、図表1にあるような推移をたど

ってきた。79年の126万経営が、88年には

101万7,000、1993年には80万、そして図

表には出ていないが、95年には77万にまで減

少している。とくに80年代の末期から急速な

減少過程が進んでいるわけである。

ただ、日本と違うのは、図表2にあるよう

に35歳未満の経営主が、なおかなりの厚い層

図表2 農業経営主の年齢構成(1993年)

をなして確保されていることであろう。35歳

から55歳までのところでみても、まだ日本よ

りは状況はずっとよい。これが、青年農業者

の自立助成政策に早くから力をいれてきたこ

との成果であることはいうまでもない。しか

し、55歳以上の高年齢の農業経営者が相当に

厚い層をなして存在していることも、また事

実である。

平均経営規模も、同じく図表1にあるよう

に、88年の28haから93年の35haに急速に拡大

している。1955年の平均規模は14.2haであっ

たから、2.5倍程度の規模拡大を実現してき

たことになる。

この大規模化と経営集中の度合いは、図表

3をみれば一層明らかである。フランスの農

政では土地利用型の経営での規模拡大の一つ

の目安が50haにおかれているが、93年では、

50ha以上の経営による農地利用のシェアが67

%にも達しているのである。

図表3 経営規模階層別の経営数と利用経営地の分布(1993年)
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次に、農地の利用形態の面では、小作地率

のはっきりした上昇が見られる。小作地率は、

第2次大戦直後には42～43%程度で、1960年

代の半ばでも46%程度であったが、その後次

第に増大し、現在では60%にまで達している。

規模拡大については、自作地だけに頼るより、

借地を活用するほうが土地負担を軽減し経営

資本の充実を図れる点で合理性があるから、

農地賃借権の安定性と資本投下の安全性を強

く保障したうえで借地依存型の近代的大規模

経営を育成しようとした政策の狙いは、一応

達成されたものといえよう。

ただし、その小作関係の中には、家族内で

の賃貸借関係が相当広範に含まれている。農

地所有の面だけからみると、農業者は戦後も

一貫して農地を買い続けており、農業者とそ

の家族のもつ農地のシェアは漸次的に拡大の

一途をたどってきた。その農地が、父の引退

後に親子間賃貸借を通じて、あるいは、相続

分割後に兄弟姉妹間での賃貸借として、現経

営者に賃貸されているのである。フランスの

農地制度には、わが国農地法のような世帯主

義の原則がないため、家族内での賃貸借もま

た小作地率の統計数値に現われてくるという

ことに、注意しておきたい。

最後に、図表4にあるように、近年には実

態としても法人経営形態の顕著な発展が見ら

れる。全体としての経営数が減少する中で、

図表4 経営形態の分布状況

(EARLは3年で3倍増)
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図表5 組合的(法人)経営形態の発展

法人経営の数は顕著に増加しており、93年の

80万経営中の8万5,000弱を占め、全農地の

約4分の1を耕作するまでになっている。最

も多いのはGAECであるが、図表5にみら

れるように、EARLも近年急増しており、

「農業経営民事組合」＝SCEAもまた増加

している。この最後の組合は、民法の規定に

依拠した組合法人である。それに対して、商

事会社も若干数あり、その総数も増えている

が、その大部分は有限会社である。株式会社

は、大規模な葡萄酒生産経営などのごく一部

で、例外的に見られるにすぎない。

3.農地制度の実際の機能・役割と経営対策

の位置

(1)農地制度の3本柱とその機能

ところで、そのような農業経営を支える農

地制度については、その3本柱――具体的に

は、農地賃借権の法的保障を確立した賃貸借

制度、先買権をもつSAFERの公的土地介

入、および「経営構造コントロール制度」―

―がもつある種の「統合的機能」に留意して

おく必要がある。

(a)農地賃貸借制度

まず、戦後の制度改革以来確立されて

きた農地賃借権の法的保障の原則は、フ

ランスの農政では、容易には変更しがた

い基本原則とみなされている。構造政策

の推進過程で精緻に整備されたその制度

の構造的特徴は、以下のようなものであ

る。

①基本原則は、当初期間の長期化、取

戻権の制限と更新権による安定性の保障、

資本投下の自由と安全の保障(改良の自

由とその償還請求権)、小作料水準の適

正化措置などによる経営の法的基礎の強

化である。しかし、②賃借権の存続保障

（更新権)は、引退年齢＝65歳に達した
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賃借人には認められず、③賃借権の譲渡

・転貸も原則的に禁止される。ただし、

④農業従事に関する一定の要件を満たす

後継者、配偶者等による賃借権の承継は

保障する。また、この最後の点との関係

では、⑤相続による自作地の現物分割に

際して農業後継者たる相続人が優先的に

賃借権の設定を受ける道が開かれている

ことも注意されてよかろう。

フランスでは農地の所有権の取得につ

いて、日本の農地法のような特段の制限

はないということが紹介されることがあ

るが、それはこのような賃貸借制度を前

提としてのものである。事実、とくに地

価上昇が顕著であった80年頃には、経営

者の土地負担を軽減するために、むしろ

農地所有権を積極的に農外者に取得・保

有させることも意図された。前述したG

FAの制度の整備はそれを狙ったもので

ある。そしてこういう発想は、資金力の

乏しい青年農業者を早期に自立させるた

めの手法として、現在にも引き継がれて

いる。

しかし、貸付地を自由に買えたとして

も、それは、その土地を自由に経営でき

ることを意味しない。きちんと経営して

いる現存の借地農から小作地を取り戻す

ことは、実際にはきわめて困難なことに

なっているのである。

(b)SAFERの活動と先買権の多様な機

能

次に、所有権レベルでは、先買権をも

ったSAFERの公的土地介入活動が重

要な役割を果たしている。この制度の下

ではすべての農地取引が事前にSAFE

Rに届け出られ、SAFERは、構造政

策の実施上必要と判断する農地をあいた

い(任意売買)もしくは先買により確実

に取得することができる。95年までにS

AFERが取得して再譲渡した農地面積

は、累計で270万haにのぼり、現存の農

業者の優に3分の1以上がなんらかの形

でSAFERから再譲渡を受けた経験が

あるとされる。また、わが国では93年に

導入された農業生産法人出資育成事業の

ような手法も、GAFの制度を活用しつ

っ、青年農業者の経営地確保の手段とし

て、すでに80年代半ばから導入されてい

る。

しかも、先買権は、単に農地取得の手

段であるだけでなく、農地価格の規制・

適正化機能(高すぎる価格の取引に対し

ては、予定価格を下げさせるための手続

きがある)、不適当な買い手の排除機能、

農地市場の情報収集と透明化機能などを

合わせもっている。ある意味では、この

ような所有権レベルでの公的な介入・規

制措置が同時に存在していることを前提

として、上記のような農地賃借権の法的

保障も存立しているのである。
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(c)「経営構造コントロ-ル」の仕組みと

特徴点

この制度は、80年の新「方向づけの法

律」で完成したのち、その後も84年改正

による一層の厳格化、最近における経営

の粗放化や山岳地域等での兼業の促進等

との関係での緩和措置など、一定の整備

を経てきているが、その基本的な内容は

以下のようである。

この制度は、①一定の資格要件を満た

した農業者の自立の促進、②個人責任に

基づく家族経営の設立・維持・規模拡大

への寄与、③非農業者の新規参入と兼業

従事者の農業就業条件の決定を、法律上

の明示の目的とする。このうち③は、兼

業規制としての意味ももつ。また、この

制度は、農業生産法人の設立や規模拡大

等についても、面積基準等を構成員の数

で除した形で、当然に適用される。

なお、80年以前には「過大化」と「過

小化」の抑制＝適正規模の家族経営の維

持が主たる狙いとされていたが、80年の

制度改正後は、すでに述べたように、能

力のある青年農業者の自立の促進とそれ

を通じるより多数の家族農業経営の維持

の重視という点が主要な目的となった。

その青年農業者の中には当然に農外から

の新規参入者も含まれており、その実数

や比率も、日本に比べれば格段に多い。

右の目的を達成するため、「農事資産
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を経営する権利」の移転・設定行為の一

定のものが、事前の許可や届け出に服せ

しめられる。対象となる取引行為の基本

的な種類・態様は法律で規定されるが、

具体的な基準・条件等は、県の「農業経

営構造指導スキーム」が定める。許可を

要する行為には、（イ)自立下限面積（こ

れも指導スキ―ムが定める)の2～4倍

の範囲内で定められた上限経営面積を超

える規模拡大、（ロ)職業能力に関する条

件を満たさない者や引退年齢以上の者の

経営権の取得、（ハ)自立下限面積の2倍

以上の経営の、消滅またはそれ以下の面

積への縮小をもたらす行為、（二)経営の

本拠地からの距離が、所定の上限距離

(5㎞以上で定められる)を超える農地

の経営権の取得、などがある。また、許

可・不許可の決定に際しては、①自立と

規模拡大との間の優先順位の定めの遵守、

②当該農地で別の経営者を自立させる可

能性の考慮、③申請者の年齢・家族・職

業などの諸事情や雇用労働者の数の考慮、

④当該行為が圃場構造に及ぼす影響の考

慮(とくに公的資金の入った基盤整備の

結果の阻害の有無)などが明示の義務と

される。

指導スキームは、日本の「経営基盤強

化促進基本方針」と同「基本構想」の双

方を含むような文書で、通常、県内の自

然小農業地域ごとに複数策定される。フ



ランスの県は、人口的には日本の県の4

分の1程度の規模であるから、かなり細

かい地域単位で、農業の現状と発展方向、

育成すべき経営の目標や内容、そのため

にとるべき施策等が明確化され、そのう

えで右のコントロールの適用基準や運用

指針が定められるわけである。指導スキ

ームを定め、許可・不許可の決定を下す

のは、国の機関としての県知事であるが、

いずれについても「農業の方向づけ県委

員会」への諮問が義務づけられているか

ら、これはまさに、「地域の意向に基礎

を置く、地域化された構造・経営対策の

推進制度」といえる。

この制度は、わが国ではあまり知られ

ていないようであるが、こうした「地域

化された構造政策の推進体制」がフラン

スではすでに80年から、具体的な規制力

を伴って整備・確立されていたことは、

十分注目されてよいことであろう。

(d）3本柱の統合的機能と「土地占用プラ

ン」による開発規制

それでは、このような三つの制度が統

合して機能すればどうなるか。農地の所

有と経営の両面にわたって相当に突っ込

んだところまで細かい規制が及んでいく

ことは容易にみてとれるであろう。仮に

株式会社が農地を取得するのが自由であ

るとしても、それが貸付地であれば、現

存の借地農を追い出さなければ現実の農

地利用は確保できない。しかしそれは、

よほどの事情がなければ困難である。ま

た、仮に追い出せたとしても自ら経営を

しようとすれば、「経営構造コントロ―

ル」をパスする必要がある。このことは、

自作地を取得し経営しようとする場合も

同様である。さらに、その農地取得が地

域の農業事情等からみて不適当と判断さ

れれば、SAFERがその先買権を行使

することもできるのである。

さらに、フランスの農地制度には日本

の農地法のような転用規制はないけれど

も、詳細都市計画である「土地占用プラ

ン」＝POSによる厳格な開発・転用規

制が外枠のところでかかっている。また、

その規制の存在を前提とした農業的土地

利用と都市的土地利用との利用調整の仕

組みも、日本の場合以上に整備されてい

る。

要するに、フランスの農地制度におい

ては、農地を農業の生産手段として捉え

たうえで、その利用と経営のあり方を農

業の発展のために規制し方向づけるため

の制度的措置が、「日本と比べれば格段

に」といってよいほど、整備されてきて

いるのである。

(2)狭義の経営対策の早期からの展開

わが国の場合と比較していま一つ注目され

るのは、農地賃借権の保障その他の経営権レ

ベルでの関与・介入と並んで、いわは狭義の
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経営構造ないし経営対策に関する施策が早期

から展開されたことである。さきにみた経営

構造コントロールの規制の中にも、その趣旨

が一定程度反映されているが、より直接的な

施策としては、以下のようなものがある。

最も重要なのは、「農業経営構造改善全国

センタ―」＝CNASEAの早くからの創設

と活動である。これは農林省の外部組織であ

るが、そのCNASEが、①狭義の「経営構

造」の改善――この概念は、おそらく北海道

を別として、日本ではなお微弱にしか形成さ

れていない――と、②「人づくり」――すな

わち専門的な職業人としての農業者の養成―

―に関する諸施策と、③それらに関する公的

な資金供与の審査・コントロール機関として

の役割とを統括して、まさに内容面での経営

の近代化を進めるうえで、大きな役割を果た

してきた。

例えば、（イ)離農終身補償金の支給の審査

(フランスの場合には、経営移譲の相手方が

誰か、その経営の構造改善にどう寄与するか

で、補償金の額が大きく変わる)、（ロ)経営

「発展計画」や経営「設備改善計画」(PA

M)の認定と資金供与(後述Ⅲ1②参照)な

どは、当初からこのセンターの仕事であった。

また、（ハ)青年農業者の自立助成政策はこの

センターの管轄であり、助成金の受給候補者

の研修、申請書類や経営内容の審査と助成金

の交付、その後の経営の発展状況のコントロ

ールなどを、一手に引き受けて行っている。

さらに、（二)地域レベルの集団的な経営改善

を進めるためのソフト事業として多面的な役

割（最近では環境保全に関わる事業が重要性

を増している)を果たしている「土地整備集

合事業」(OGAF)も、このセンターの管

轄下におかれている。

それらの仕事を効果的に遂行するため、セ

ンターの地方での支所・出先機関や、地方レ

ベルの協力機関の組織化――「農業経営構造

改善県協会」＝ADASEA、「農業経営構

造改善県機構」＝ODASEA、地域の農業

関係諸機関や農業職能団体との連携システム

など――も早くから進められており、例えば

資金供与の対象となる経営の具体的な内容、

その経営改善方策の立案・指導、その成果の

フォローなどを相当に突っ込んだ形で遂行す

るシステムが整備されている(付記の⑫参

照)。

Ⅲ　EC農政の改革と展開

さて、以上が、従来の政策展開の推移とそ

の内容の概観であるが、以下では、その前提

の上で近年にどのような政策動向が展開して

いるかを見てみよう。考察の順序としては、

まずEC・EUレベルでの政策動向をみたう

えで、フランスの農政がそのもとでどのよう

な対応を進めているかをみてゆくことにする。

1.1985年のEC共通農業政策の改革と農業

社会構造政策の発展

周知のようにECでは、それまでの価格支
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持政策が、生産過剰と財政負担問題、集約的

農業による環境汚染、条件不利地域等での過

疎化・高齢化、域内農業の地域間格差の拡大

など、さまざまな面で一定の限界を露呈し、

1985年に共通農業政策の改革が行われた。こ

の改革が現在に至る新しい政策の流れの起点

となる。

①まず、直接的な過剰対策としては、価格

政策を抑制的に運営し、生産調整も導入す

るという方針が打ち出された。しかし同時

に、価格抑制に耐ええない地域・農業経営

へのてこ入れを行うために、構造政策の領

域では、「農業構造の効率の改善」を図る

という新しい政策方針が示された(1985年

の新規則＝「農業構造の効率の改善に関す

る理事会規則」の制定)。この方針のもと

で展開される一連の施策は、「市場・価格

支持政策の改革に伴う補完措置」として位

置づけられる。

②ここにいう「効率の改善」とは、単なる

規模拡大や生産性の引き上げではなく、経

営内容の、実際の需要に対応した作目・生

産物への転換、経営システムの効率化、労

働条件の改善、環境対策の強化等を含んだ

ものであり、抑制的な価格水準のもとでも

できるだけ多くの家族農業経営を維持して

いくことがその全体的な課題とされる。

その象徴が、規模拡大の前提として重視

されてきた老齢農業者の離農促進政策をや

め、代わりに青年農業者の自立助成政策を

ECレベルでも採用したことであろう。フ

ランスが従来から力を入れてきた政策が、

以後はECの資金援助を受けて実施できる

ことになったのである。

同様に、従来の経営「発展計画」制度

(「発展計画」を提出して承認された農業

者に規模拡大や経営近代化の低利資金を供

与する制度)も経営「設備改善計画」(P

AM)と名前を変え、一定の所得基準以下

の家族経営の所得・生活・労働条件の改善

を目指す制度に変更された。また、1975年

以来の条件不利地域対策もあらためて正面

から位置づけ直され、内容的にも強化され

た。過渡的なものではあるが、小規模家族

経営への直接的な所得補償措置なども導入

されている。

③農業と環境との関係の問題に関しては、

その二つの側面――すなわち、集約的な農

業生産による環境汚染の問題と、適切な農

業活動の維持を通じる自然・環境・景観の

保全への寄与という問題――の双方をそれ

ぞれ意識的に位置づけたうえで、所要の施

策が進められた。そのうちの後者の側面の

問題は、例えば条件不利地域対策の強化を

基礎づける役割をも果たす。

しかし、より特徴的なのは、前者の側面

での対応であろう。これは、85年当初には、

「環境面でセンシティブな特定の区域」の

環境保全のためにその区域での営農形態を

制限する一そして、その見返りに一定の
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助成金を交付する――という限定的な施策

として始まった(規則19条)が、87年の規

則改正による経営の粗放化措置等の導入そ

の他により、以後逐次の発展をとげ、EC

農政の最重要施策の一部となっていくから

である。その背後には、農業による環境汚

染の防止対策は――例えば、集約的な農業

を抑制して粗放的な経営を奨励する場合を

みればわかるように――同時に生産過剰対

策ともなるという認識があった。後述する

92年の新規則では、そうした政策指向が、

すでに一般制度化したとさえいえるものと

なる。

④では、そういう政策転換を基礎づけた基

本的政策理念はどのようなものであったか。

域内各国と各国民の合意を取り付けるため

に公表された当時の政策文書から、筆者な

りに整理すれば、それは次のようなもので

あった。

第1は、農業と農村と農用地のもつ経済

外での多面的な価値と機能の積極的承認で

ある。その内容としては、国土・自然環境

と景観の保全、農村部の地域社会の維持、

国土の均衡ある整備・発展への寄与などが

あげられるが、その背後に、「現在のヨー

ロッパの国土と自然は2000年の農耕の中で

作り出されたもの」という強い認識がある

ことに注意する必要がある。

第2は、すでにふれたように、生産過剰

対策と環境保全対策とを内在的に結合させ

て捉えることである。それは、ヨーロッパ

での一般的な自然・環境保護の要請の強ま

りとうまくマッチしたものとなっている。

第3に、そのために必要な農業活動と農

用地維持のための施策展開については、そ

の担い手たる経営主体を基本的に家族農業

経営と把握したうえで、その経営主体によ

る農業活動の維持・継続を支えるためにい

かに効果的な援助施策と介入手法を整備す

るかという視点が、前面に押し出される。

これまでにも何度か引用したことがあるが、

85年公表のEC委員会の政策文書にある次

のくだりは、その考え方を端的に示すもの

といえよう。

《「農村地域の社会的紐帯の維持、自然

環境の保全、二千年にわたる農耕によって

創り出された景観の保全」という三つの要

請を考えると、地域農業とその担い手であ

る家族農業経営を、農業活動の継続が最も

困難な地域においてもなお維持することが

必要である。「アメリカのそれをモデルと

するような、広大な農業空間をもった、少

数の農業者による農業は、わがヨーロッパ

の条件のもとでは不可能であり、また望ま

しくもない。ヨーロッパの条件下では、家

族農業経営こそが基礎的な単位であり続け

る」。実際、「農業はその経済的な機能を

超えて、国土の整備、一定の社会経済的紐

帯の維持あるいは環境および景観の保全の

ために、ますます重要な役割を果たすよ
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う求められているという事実が、次第に広

く自覚されてきている。……農業が社会共

同体に対して果たしているこれらの役割は、

中核都市からの隔絶と困難な自然的諸条件

の故に過疎化と経済的・文化的貧困化の漸

進的進行にさらされている諸地域の場合を

みると、まさに本質的なものであることが

証明されている」》。

したがって第4に、その維持のために必

要な財政負担については、「社会共同体」

ないしは社会全体が相応の負担を覚悟して

よいということになる。より具体的には、

市場・価格支持政策の抑制的運営で削減さ

れた財源をそのような別の施策のほうに振

り向けていくということである。

このようにみると、ECの構造政策は、

やはりここで一つ性格を変えたのではない

かとみられよう。例えば条件不地域対策は、

出発点では、《競争条件の不利な点を特別

の援助措置で補完することにより、その地

域の農業経営も、経済合理性を追求する一

般の構造政策のなかに包摂していく》とい

う考え方を伴っていたが、この85年の段階

では、そういう経済主義的な発想を一つ超

えたところでその政策の理念的価値づけが

なされるにいたっているのである。ECの

以後の構造政策がしばしば「農業社会構造

政策」と呼ばれるのも、そのことを反映し

たものにほかならない。

⑤そのような政策理念のもとに、さらに

1988年には「構造基金」の改革が行われ、

「農村開発政策」という考え方が導入され

た。条件不利地域等での農業活動と農村社

会の維持のためにはやはり地域全体の活性

化が必要だというのがその狙いで、対象地

域を個別的に特定して計画的に資金を投下

する総合的な「農村区域開発プラン」制度

が作られている。1989～93年の第1期(一

般には5ヵ年計画)については、その対象

となりうる条件不利地域を有する9ヵ国で

計74件(うち、フランスは30件)のプラン

が策定・承認された。

2.1992年の新しい改革措置の概要とEU農

政の展開方向

(1)92年5月のCAPの改革と補完措置

さきにも触れたように、ECとしては、市

場・価格支持政策のその後の見直しをも含め

た以上のような体制整備によって、ガットの

農業交渉を乗り切ろうと考えていた節がある。

いわば、まず域内の体制――ないし新しい農

政推進の枠組――を準備したうえで交渉に臨

もうとしたわけで、日本の場合とは大きな差

異がある。しかし交渉は難航したため、1991

年のマクシャリー提案を経たうえで、92年5

月に新しい改革措置を決定し(85年の規則も

かなり大幅に改正された)、そのうえでガッ

トの交渉を妥結させた。この点も日本と違う

ところである。新しい対応措置は、93年から

段階的に実施された。
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①このCAP改革の中心となったのは、農

産物価格の大幅引き下げと生産調整の強化、

およびその見返りとして「直接所得補償」

の支給の決定である。

すなわち、主要な穀物価格を3年間で30

%引き下げる一方、面積比で15%のセット

アサイド(作付け停止)の義務を引き受け

ることを条件に、収益の減少・損失分を直

接所得補償の形で補填することとした。た

だし、20ha未満の小規模経営者は生産調整

義務を免除される。

もう一つ大きいのが、3年間で15%とい

う牛肉価格の引き下げである。これに伴う

損失も基本的には、牛の種類や経営者の資

格条件に応じた助成金による直接所得補償

措置で補うとされたが、その措置は、飼養

密度の抑制その他の環境保全措置とも抱き

合わせる形で実施されていく。

②事実、上の市場・価格支持政策面での改

革に伴うその他の補完措置としては、とく

に「環境保全に寄与する農業」に対する助

成措置の充実が重視された。これを契機に、

その目的に向けた諸施策の多様化と一般制

度化が大きく進むことになる。

なかでも重要な意味をもつのが「草地助

成金」制度の導入であろう。これは、山岳

・条件不利地域を含むかなり広範な地域に

おいて、草地利用型の畜産経営(とくに

牛)を営む農業者が広く享受できるもので

ある。

また、一定の区域範囲を定めた計画的な

環境保護措置のプログラムも拡充された。

その適用・実施に際しては、フランスの場

合でいえば地域圏(レジオン)レベルでの

行政的関与の役割が大きいが、市町村の出

番も用意されているようである。

具体的な新しい制度手法としては、「持

続的発展プラン契約」(contratPDD

=plan de developpement durable)の制度

化がある。これは、地域(市町村よりは大

きい)レベルで各種の団体の関与により作

成した「持続的発展プラン」を基準にし

て、個別の農業者がそのプランの方針に従

った経営を行うという契約を結ぶことによ

り、所定の助成金を受給できるという制度

である。フランスでは、まだ試験的な実施

が始まったばかりのようである(その最初

のものが、パドカレ県のマルキーズ区

〔le district Marquise〕で、93年に24人

の農業者が契約したものという。96年2月

に新たに17人の参加があり、農業大臣、E

UのDGVI=農業総局の代表等の参加した

セレモニーがあった)。現在入手している

情報では、1997年からは約100の集団・地

区において、2,000人の農業者に参加させ

ることが目標とされている。とはいえ、な

お試験的実施のようである。

(2)「農村開発政策」と「リーダー・プロ

グラム」の強化

他方、農村開発政策に関しては、第1期の
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終了のあとを受けて、94年から第2期の「農

村区域開発プラン」が走り始めている。価格

政策面での介入の幅が狭められた分だけ、こ

の方面の政策により力が入れられているよう

である。プランの作成や実施については、地

域＝地元レベルの積極的な自発性と責任を従

来以上に重視し、施策の実効性を高めようと

しているのが一つの特徴といえよう。

この最後の点にかかわって、注目を引くの

が「リーダー・プログラム」の強化である。

このプログラムは、農業者を含む地元の住民

グループ等の自発性を重視した、いわば村お

こしのための人づくりとその経験の交流・普

及等に関するソフト事業で、1992年に試験的

に導入されたものであったが、それが予想以

上の成果をあげ、条件不利地域等での農村活

性化の運動とその経験交流等が国境を越えた

レベルで展開するようになった。そこで、

94年にそのセンターとなる組織(「農村

開発ヨ-ロッパ情報協会」＝AEIDL:

association. europeenne d'information

sur le developpement rural)を設けたうえ、

94年からは予算枠も増やした「リーダーⅡ」

のプログラムを発足・推進させている。

(3)残された問題と若干のまとめ

ただし、92年の共通農業政策の改革は、当

初からそれで十分なものとは考えられていな

かつた。その時点で明確に議論されていなが

ら、結論は先送りとされた問題も少なからず

存在した。それらは、96年以降に検討し具体

化することが約束されている。また、西暦

2000年が一つの目処となるWTO体制下の新

しいラウンドへの対応に向けた域内の条件整

備の作業も、すでに開始されている。そのう

え、潜在的には農産物の極めて大きな供給力

をもつ中欧諸国へのEUの拡大という課題も、

近く現実化する可能性がある。そうなれば、

これまでの農政のあり方のまさに全面的な見

直しが避けられまい。その意味では、現段階

のEU農政は、なお改革途上にあるものとい

うことになる。

そのことを前提とした上で、最後にEUの

農政に関する若干のまとめをしておくと、以

下のようである。

まず、政策の体系ないし主要な柱について

は、（イ)市場・価格支持政策と、（ロ)構造政

策ないし農業社会構造政策が大きな2本柱と

なる。わが国でしばしば紹介される条件不利

地域農業対策とそのための直接所得補償は、（

ロ)に入る。そして、この（ロ)の部分で

は、各国農業の客観的条件や必要度が違うか

ら、国ごとの自発性と独自施策の余地が大き

い。ただし、それも、競争条件の平等性を阻

害しない範囲でのものとされる。

他方、（イ)の市場・価格政策の改革に伴う

補完措置の重要なものとして、（ハ)92年改革

以降の価格引き下げに対応した直接所得補償

の仕組みと、（二)環境保護に寄与する農業に

対する助成金による直接所得補償の仕組みが

ある。後者は環境保護政策の一部ともいえよ
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う。

そして、それらとはもう一つ性格の異なる

ものとして、（ホ)農村開発政策がある。これ

は、わが国との対比でいえば、一方では、む

しろ日本のほうが早くから進めてきた地域開

発政策にも類似すると同時に、他方では、日

本でも最近新しい課題となってきている農村

地域活性化政策にも対応するようなものであ

る。ただ、EUと各国と各地域とのパートナ

ーシップ、ならびにその基礎をなす地域の自

発性の喚起がとくに重視されている点は、注

目されてよい。

したがって、わが国でも広く紹介されてい

る直接所得補償の中身については、少なくと

も以下の三つの種類をはっきりと区別して理

解する必要がある（経過的なもの等を含めれ

ばそれ以上の種類があるが、それは省略す

る)。つまり、①条件不利地域の農業支援施

策としてのもの、②価格引き下げに対応する

もの、③環境保全に寄与する農業への助成金

としてのもの、である。日本ではときにこれ

らを混同した議論もみかけるので、注意して

おきたい。

Ⅳ 

フランスにおける政策的・制度的対応の

現況

それでは、そのもとでフランスではどのよ

うに政策的・制度的対応がとられてきている

か。90年頃までの政策展開の概要はさきにみ

たので、その頃以降の特徴的なことがらを中

心にみていくことにする。

1.農業情勢の変化と-般的な政策動向につ

いて

最初に、90年頃以降の農業情勢と一般的な

政策動向について、特徴的な点をみておこう。

(1)青年農業者の自立件数の減少

まず、90年代に入ってからの変化としてと

くに注目されるのは、CAPの改革(92.5)

とガット農業合意(93.12)の影響のもとで、

農業の収益性の低下と先行きの不透明感が広

がり、農業者の経営意欲の減退が生じたこと

である。それを象徴するのが、自立を希望す

る青年農業者の顕著な減少であった。図表6

にあるように、80年代には自立助成金＝DJ

Aの申請件数が、多い年には1万4,000～

5,000件もあり、交付件数も最高では1万

3,000件を超える――少ない年でも1万件

以上――という状況になっていたが、CAP

の改革が発表された1992年から申請件数が急

減した(92年＝8,366件、93年＝7,486件、

94年＝8,367件)。それに伴って助成金の交

付件数も減少し、92年の10,445件から93年に

は8,474件、94年には6,723件と、大きく落

ち込んだのである。

これに対処するため、93年には助成金の支

給額が別表のように引き上げられた。その結

果は、94年の申請件数の増加傾向に反映して

おり、最も悪い時期は過ぎたとの見方も出て

いる。しかし、前述したようなEU農政の先

行きを考えると楽観できないという見方もあ
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図表6 DJA(青年農業者自立助成金)の交付承認件数の推移

別表:青年農業者自立助成金の支給額(最高額、フラン、1993年改定)

る。そこで、1995年の「農業近代化法」が、

のちに見るような対処策を講じることになる。

(2)条件不利地域の農業情勢の困難化と農

地余り現象への対処

上述したような事情は、当然にも、条件不

利地域その他の、もともと困難を抱えた地域

の農業情勢に最も深刻な影響を及ぼした。そ

れは、農地市場の動向にも端的に現われてい

る。すなわち、全国的にみても、再び増加に

向かい始めていた農地の有償移動面積の伸び

が停滞し、地価も、緩慢ではあるが再び下落

傾向に転ずるという状況のもとで、条件不利

地域等ではまさに"農地余り"ともいうべき

現象がより広範に生じてきたのである。わが

国の中山間地域におけるのと同様に、条件の

悪い土地が遊休化し放棄される、貸し手や売

り手が出ても引き受け手がいない、などの状

況がその背景にある。

したがって、そういう地域へのてこ入れ策

が、基本的には90年の「補完法」までに整備

されていた制度・施策を動員しつつ進められ

た。青年農業者の自立助成政策の強化も、そ
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の一環である(前記の別表における助成金支

給額の地域による格差づけを参照せよ)が、

ここではその他の、なお触れてないものをあ

げておこう。

① まず、いわば「フランス版の農用地利用

増進事業」ともいうべき施策の積極的推進

がある。一つは、90年法で導入された「農

業経営多年次契約」の活用である。これは、

本来の農地賃貸借とは区別され、県単位で

定められる規則に基づいてより自由な形で

締結される農地の利用契約であるが、農地

の有効利用促進のための一つの手法として

若干の県でその活用が始められている。

いま一つは、SAFERによる農地の管

理受託と転貸の仲介手続である。これも90

年法で導入された制度であるが、SAFE

Rの受託面積では、1993年に16,000ha（累

計)、94年には20,000ha（同)と一応順調

な伸びを見せている。

他にも、地域的な農地管理主体としての

「農業土地組合」＝AFAの設立、「土地

整備集合事業」＝OGAFなどをも活用し

た地域レベルでの利用権プール・担い手育

成活動などもあるが、いまだ必ずしも一般

的なものとはなっていないようである。

②後継ぎのいない高齢農業者が放出する農

地を新しい担い手に結び付けていくための

施策としては、①でみたもののほかに、

「経営移譲プラン」制度と早期退職制度の

活用とがある。前者は、90年法で創設され

たもので、経営移譲のプロセスを数年がか

りで計画的に進めることを目的としている。

91年末に施行令が発布され(91年12月12日

のデクレ)、翌年から動き始めている。

早期退職制度は、91年12月31日の法律で

制度化されたもので、CNASEAや関係

行政庁等の協力を得ながら望ましい担い手

への確実な経営移譲を行うことを条件とし

て、早期退職年金の割り増しを支給するも

のである。これはかなりの効果をあげてい

るという。

③とくに88年の「農業経営適応法」以来は

っきりした組合的法人経営の助長という方

向も、条件不利地域等で必要な数の農業者

家族を維持するための方策としても重要な

意義をもっものと位置づけられているが、

詳細は省略する。

④フランスがEUレベルの農村開発政策に

積極的に対応していることは、すでに述べ

たが、さまざまな独自の努力も進められて

いる。例えば、「農村再活性化区域」＝Z

RR(Zones de Revitaisation Rura1)の

指定制度と関係施策の推進である。そうし

た農村開発・活性化政策を進める際に、同

じく88年法で行われた農業活動の再定義――

「農業活動」の概念を拡充し、兼業ない

し副業的事業を行うことを従来より幅広く

認めるようにした――がどのような効果を

果たしているかが興味をひくが、これにつ

いては詳細な情報が入手されていない。
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他方、EUの環境保護関係の施策につい

ても、草地助成金の支給体制を整備したこ

とはもちろん、その他の施策を「土地整備

集合事業」＝OGAFの仕組みと関連させ

つつ、条件不利地域の経営対策の一環とし

て活用している。これは、EUの施策の直

接の適用ではないようであるが、「環境保

全のための土地整備集合事業」は、近年か

なり顕著な発展をみせている。

(3)ECレベルの動きへの対応

ECレベルの施策への対応としては、すで

に述べたもののほかに、やや特殊だが、以下

のものがある。一つは、農産物の価格抑制と

生産調整の見返りとしての直接所得補償制度

との関係で、小作料水準の統制・適正化措置

の原則を見直すことである。数年がかりの検

討作業の結果、1995年に新しい原則が決めら

れた。

いま一つは、生産調整措置との関係で、許

容された生産量の割り当て枠に応じた「生産

する権利」の概念が発生したことへの制度的

・政策的対応である。この権利は、特定の土

地に付属したものとはみられないため、その"

取引"の規制のあり方、地域内での再配分

の仕方等をめぐって複雑な問題を生じさせて

いる。一定の対応策が、理論上でも実務上で

も徐々に進められているが、なおとうてい完

全とはいえないようである。

2.「農業近代化法」と「国土の整備と開発

の方向づけの法律」の制定

ガットの農業交渉妥結以降になされた大き

な制度改革としては、すでに触れた1995年1

月の「農業近代化法」の制定と、同年2月の

「国土の整備と開発の方向づけの法律」の制

定がある。

(1)農業近代化法の内容

まず、農業近代化法の主要な内容・狙いは

以下のようである。すなわち、①青年農業者

の自立助成政策をさらに強化・拡充するため、

「青年農業者の自立のための全国憲章」を制

度化したこと、②競争力の増進に向けた諸施

策(税金等を含めたコスト削減措置など)の

実現、③経営形態の近代化の促進、とくに組

合的法人経営の一層の発展を図ること、④国

および県レベルの政策推進機構を統合・整備

したこと、⑤農業者の社会保障制度の一層の

充実(配偶者の地位の改善を含む)、⑥農業

活動を通じる農村空間のよりよい管理への配

慮を強化したこと(とくに農村土地整備事業

関係の一定の改正)である。

このうち、①の「憲章」については、95年

11月にその策定・公表が行われた。これは、

いわば政府と農業界との間の契約のようなも

のと位置づけられており、今後の自立助成政

策の考え方と方針、主要な施策などがかなり

具体的に書き込まれている。また、これとの

関連では、前述した1995年に早期退職制度の

改正が行われ、自立する青年農業者に経営移
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譲をする場合(必ずしも経営の全部でなくて

よい)の割増金を大幅に優遇する措置がとら

れたことも指摘しておこう。

(2)国土整備・開発政策の一環としての農

村地域政策

もう一つの「国土の整備と開発の方向づけ

の法律」(パスクワ法)は、多様な背景と目

的をもった大きな法律である。その狙いの中

には、（イ)EU統合の進展と東への拡大に伴

うフランス南西部の辺境化のおそれへの対処、（

ロ)それをも含めた、国家的な観点からみた

国土の均衡ある整備・発展の確保、（ハ)その

一環としての、とくに遅れた条件不利な農村

地域の開発と整備の促進、（二)都市計画・土

地利用規制関係での地方分権化措置の再調整、（

ホ)新しい都市問題への対処や、（へ)自然・

環境保護問題への国家的対処などの諸要請が、

必ずしも十分体系化されないままで包摂され

ている。その内容のうち、ここで関係のある

もののみをあげれば、以下のようなものがあ

る。

まず、①「国土整備優先区域」として三つ

の特別区域の指定制度を設け、そのうちの2

区域では、農村部を含み込んだ開発・整備政

策を展開するものとした。具体的には、「国

土整備区域」(経済発展が脆弱で第2次、第

3次産業の不十分な地域が対象)と、「優先

的農村開発区域」=TRDP(Territoires

Ruraux de Developpement Prioritaire:経

済発展の脆弱な条件不利地域が対象)であり、

後者は、従来の「農村再活性化区域」＝ZR

R(Zones de Revitaisation Rural)を包摂

しつつ、それより広い範囲で指定可能とされ

ている。また、②それらの区域への優先的な

資金配分を行うために、地域間の財政上の負

担と配分との関係で逆差別の契機をもつ基金

制度を制度化した。

他方、③整備と開発の新たな単位としての

「地方 pays」(ほぼ郡の規模)の区分を制

度化したことも、とくに農村部で意味をもち

うるものとして注目される。フランスの市町

村がごく小規模であることを考慮して、社会

経済的・文化的・歴史的な一体性をもつ地域

を新たな地域区分として位置づけなおそうと

いうのである。

最後に、④「農村空間管理基金」の創設が

ある。これは、「地方」や市町村、農業者を

含む地元の住民団体等がその自発性に基づい

て、かなり柔軟に使える基金制度であり、農

業近代化法による農村空間の管理・整備制度

の充実ともあいまって、どのような役割を果

たすかが注目されよう。

ただし、この法律は全体として、現在のシ

ラク大統領が選出される前に、バラデュ―ル

前首相が自己の大統領選挙対策として制定し

たという強い政治的意味合いをもっている。

そのため、バラデュールが政権から降りたの

ちにどのように適用・実施されていくのかと

いう不確定な要素を伴っていることに注意し

ておきたい。
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3.フランスに関する小括

さて、以上のように、フランスでも新たな

農政展開の動きが進んでいる。その内容面に

ついては、フランス農業の競争力の維持に向

けた努力はもちろんであるが、同時に他方で

は、80年代半ばのCAP改革後のEC/EU

農政の展開に見られたのとほぼ同様の政策指

向が、時とともに一層色濃くなってきている

ことを見てとれよう。それは要するに、食料

生産という経済的機能とは別の観点からみた、

農業と農村と農地のもつ多面的・公益的機能

の重視と、その維持・保全のための農業と農

村の維持・活性化施策の推進という方向であ

る。

しかも、これまでの推移をみる限り、ほぼ

80年代までで確立された政策体系の基本的な

構造やその制度的内容には、とくに大きな変

更は加えられていない。むしろ新しい政策方

針も、既存の政策と諸制度の枠組みを前提と

し、それを活用しながら――また、必要があ

れば、本節の1、2でみたような部分的修正

を付加しつつ――推進されようとしていると

いうことができる。農地賃貸借制度、SAF

ER、経営構造コントロールなどの農地制度

の基幹的要素も、また、経営形態の選択にか

かわる生産法人制度なども、その実体的な機

能面では新たな諸要請への対応措置を包摂し

つつ、その新しい政策展開を支える役割をよ

く果たしているのである。SAFERと農業

生産法人制度のそうした機能の具体的様相に

ついては別に紹介したことがあるので、それ

を参照されたい（付記の⑦、⑧)。

もっとも、いまだ詳細な情報は得られてい

ないが、97年の春から夏を目途に進行中の

「農業の方向づけの法律」の見直しと新法律

制定の準備作業のなかでは、従来の農政理念

や政策枠組みを超える形の議論も展開されて

いるようである。「フランス農業の栄光の30

年」を基礎づけた1960年の基本法（「方向づ

けの法律」)が現在の国際・国内情勢のなか

で本格的に見直されるとき、次の時代を睨ん

だどのような立法が登場するか、大いにに興

味を惹くところがあるが、その問題の分析は

また次の機会を期すことにする。

〔付記〕筆者による関連の論稿としては以下

のようなものがある。

①「近年におけるフランスのSAFER

の動向」『土地と農業』20号、1990年

②「フランスにおけるSAFERの機能

・役割の拡張」『土地と農業』22号、19

92年

③『フランスの構造政策の再編と農地政

策』農水省構造改善局農政課、1992年

④「フランスの新『農業の方向づけの法

律』と農業構造政策の再編――1980年代

前半期――」『農業総合研究』46巻3号、

1992年

⑤「フランスの構造政策の再編と農地保

有・流動化政策の方向」(上の④論文の
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続編)、島本富夫・田畑保編『転換期に

おける土地問題と農地政策』(農業総合

研究所、研究叢書113号、日本経済評論

社)、1992年

⑥「EC農政の転換と農業社会構造政策

の展開――農業の多面的価値づけと新し

い政策論理の形成を中心にして――(1)」

『社会科学研究』49巻6号、1992年

⑦「フランスの農業生産法人の展開状

況」農業・食料政策研究センター『協同

農業研究会会報』38号、1996年

⑧「ヨーロッパの農業構造・農村政策と

いま我が国に求められているもの～農地

保有合理化事業に期待する～」『土地と

農業』26号、1996年

⑨「農地保有と経営規制の日仏比較」『

農業と経済』、1997年8月号

⑩『フランスの農業生産法人制度――翻

訳と解説――』農水省構造改善局農政部

農政課、1998年1月

⑪「フランスの農業構造政策・農地制度

から学ぶもの」京都府農業会議『内部情

報』658号、1998年3月

⑫『フランスの農業経営構造改善全国

センター(CNASEA)とは何か』

(翻訳)全国農業会議所、1998年3月
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