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EU の次期共通農業政策と
個別の戦略計画にみる EU 農業の行方
〜 ア イ ルランドの戦略計画を中心に〜
（一社）日本協同組合連携機構 基礎研究部 客員研究員 和泉

真理

EU は「欧州グリーンディール」や「Farm to Fork 戦略」「生物多様性戦略 2030」などを通
じ、環境・気象変動対応を重視した社会・経済の構築を打ち出している。2023 年から実行
される予定の EU の次期共通農業政策（CAP）は、農業分野での環境・気象変動対応目標の
達成に向け、より環境保全に偏重した内容になっている。次期 CAP の大きな特徴として、
具体的な政策の内容については各加盟国がそれぞれ「戦略計画」を策定することがある。
本稿は、次期 CAP とアイルランドの戦略計画案の概要を紹介し、EU の新しい農業政策の
インパクトを探ってみた。
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はじめに
EU の次期共通農業政策（CAP）は、2021 年 6 月に欧州理事会、欧州委員会、欧
州議会という EU の政策決定を担当する３つの組織間での合意に達した。2021 年 12
月 2 日には、次期 CAP の根拠法が公式に採択された。現行の CAP は 2014 〜 2020
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年の７年間が対象期間で、それに続く次期 CAP は 2021 〜 2027 年を対象とするは
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ずであった。しかし調整に時間がかかり、現在のスケジュールでは 2023 年から新し
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い政策が導入される予定であり、次期 CAP の対象期間は 2027 年までの５年間である。
2021 年 5 月に農林水産省が「みどりの食料システム戦略」を公表したことを受け、

学 修 士 号 取 得、1983 〜
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大のツールは CAP であり、次期 CAP はその点からわが国でも注目を浴びている。
次期 CAP の特徴の１つは、各加盟国がそれぞれ農業政策についての「戦略計画」
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2023 年から新しい政策が実行されることになる。各国は自国の農業実態に即したそ
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策であることが求められている。
本稿は、次期 CAP とそれに基づくアイルランドの戦略計画の概要を紹介する。次
期 CAP については「Farm to Fork 戦略」や「みどりの食料システム戦略」への関心から、
もっぱら環境対応が注目されるが、対象となる政策は幅広く、それ全体として農業者

比べつつ』
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からの視点で見たらどうなるのか。現地の農業関係誌や報道も拾いつつ、EU の新し
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い農業政策のインパクトを探ってみた。

Ⅰ

次期 CAP の概要

１．スケジュールと予算
（１）経緯及び今後の予定
まず、次期 CAP の検討に関する経緯及び今後の予定の概略を紹介しておく。
2018 年 6 月に EU 委員会から CAP 見直し関連法案の公表がなされ、そこで図１に
あるような次期 CAP の基になる９つの目標が提示された。この９つの目標は大別し
て、農業者の所得向上関連が３項目、気象変動・環境関連が３項目、社会関連が３項
目といえるだろう。
一方、2019 年 12 月には、2050 年までに EU 域内の温室効果ガス排出をゼロにす
るという目標を掲げ、それを実現するための「欧州グリーンディール政策」が打ち出
ＪＣＡ／研究REPORT／No.33／2022.3
EUの次期共通農業政策と個別の戦略計画にみるEU農業の行方

1

【図１】次期 CAP の９つの目標

出所：欧州連合日本政府代表部（2020 年）「EU の共通農業政策の現状と今後の展望」

された。
2020 年５月には「欧州グリーンディール政策」を農業・食品産業の分野で具体化
した「Farm to Fork 戦略」と、2030 年までに生物多様性の損失を抑えるための「生
物多様性戦略 2030」が公表された。この２つの戦略には、表１のような農業に関わ
る数値目標が掲げられており、次期 CAP はこれらの戦略で提示された目標を達成す
るためのツールという役割を持った。
2021 年 6 月に欧州理事会、欧州委員会、欧州議会の３つの組織間で EU の次期
CAP についての合意に達した。2021 年 12 月 2 日には、次期 CAP の根拠法が公式に
採択された。
各国の戦略計画案の提出期限は 2021 年 12 月末に設定され、提出後に EU 委員会
との調整や国内体制の整備を経て、2023 年 1 月から戦略計画の実行、すなわち次期
CAP が実際に動き出す。
2025 年には、EU 委員会は戦略計画の実施状況について最初のレビューを行い、
【表１】EU の Farm to Fork と生物多様性戦略の主な数値目標

出所：筆者作成
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要すれば各加盟国に追加の政策実施を求めることになる。
2027 年には２度目のレビューを行う。
2028 年からはその次の CAP に引き継がれる予定である。
（２）CAP 予算
EU 予算に占める CAP の予算比率は徐々に減ってきている。EU の予算は 7 年ごと
注１）

によれば、近年の多年度財政枠

注１）European Parliament:

の多年度財政枠組みによっているが、欧州議会

Fact Sheets on the European

組みにおける CAP 予算は、2007―2013 年期には EU の全予算の 42.3%、2014―

Union “Financing of the CAP”
https://www.europarl.

2020 年期は同 38.9% であった。2021―2027 年期については、英国の EU からの離

europa.eu/factsheets/en/

脱もあり予算総額の制約もあるなか、同 31.0% となった。その後、コロナ感染危機

sheet/106/financing-of-the-

対応の社会回復予算が加わり（2021 年と 2020 年）、次期 CAP の予算は総額 3,866

cap

億ユーロとなっている（表２）。
【表２】EU の多年度財政枠組みにおける CAP 予算の推移

出所：欧州議会サイト “Financing of the CAP” より筆者作成

２．前 CAP からの主な変更点
次期 CAP の特徴は何か。欧州委員会のサイトによれば、「欧州の農業者の持続的な
未来を確保することを目指し、より小規模な農場への支援を実施し、欧州各国が地域
の実情に応じた政策を行えるようにより大きな柔軟性を提供している」としている。
次期 CAP の大きな特徴は、上記の「欧州各国が地域の実情に応じた政策を行える
ようにより大きな柔軟性を提供」として、各加盟国がそれぞれ農業政策についての「戦
略計画」を策定することになっており、従前よりも各国の実情を反映した農業政策と
なることである。ただし、各国の戦略計画は、EU 全体で合意した枠組みや、
「欧州グ
リーンディール」や「Farm to Fork 戦略」などに示された EU の気象変動対応・環境
保全目標を達成するための政策であることが求められている。
次期 CAP はこれまでの CAP と同様に、
・第１の柱：直接支払いが中心、財源は EU 予算である
・第２の柱：農村振興政策と呼ばれ、投資助成、環境対策、条件不利地域対策など多
様な政策が含まれる。財源は EU と加盟国とが共同で負担する

という２つの柱から構成される。2021―2027 年期の CAP 予算のうち 76.8% は第１
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の柱、23.2% は第２の柱に向けられている。
このうち第１の柱については、これまでの政策で直接支払いの 30% を占めていた
グリーニング支払いがなくなり、代わりに 25% 以上をエコ・スキームという環境・
注２）

は EU 内で統一

注 ２） グ リ ー ニ ン グ は

動物福祉関連の支払いが占める。前政策でのグリーニングの要件

2014-2020 年期に導入され

されていたが、エコスキーム支払いを受給する要件は各加盟国が決めることになる。

た、直接支払いの 30% を、
EU の統一の３カテゴリー
である作目の多様性確保
（輪作）、永年草地の維持，
E FA ( E c o l o g i c a l F o c u s
Area) の設置の要件が達成
された場合に支払う制度で
ある。

また、小規模農家への助成の傾斜ということでは、直接支払いの少なくとも 10％を
中小規模農家に再配分することが義務事項となった。直接支払いのうち少なくとも
３％は若い農業者への支援に向けることも義務付けられている。
第２の柱である農村振興政策は、これまでも各国がそれぞれ計画を策定してきてお
り、農業環境支払いや条件不利地域支払いに加え、農業の競争力を高めるための投資
への助成や生産者組織への支援などが含まれている。

３．農業環境対策への傾斜：グリーンアーキテクチャー
CAP はこれまでの度々の改革のなかで農業と環境との両立のための政策への傾斜
を強めてきたが、
「欧州グリーンディール」、「Farm to Fork 戦略」と「生物多様性戦
略 2030」の目標達成のためのツールとして次期 CAP はさらに環境に傾斜している。
まず、CAP 予算の 40% は気象変動関連に向けられる事が求められている。
このうち、共通農業政策の主要政策であり第１の柱の大層をなす直接支払いについ
ては、これまでの政策で直接支払いの受給条件（クロス・コンプライアンスと呼ばれる）
の環境要件がより強められるものになった。2014-2020 年期の CAP の第１の柱の主
要政策である直接支払いについては、その 30% はグリーニング支払いとして、受給
するための３つの要件が設定されていた。新しい受給条件（コンディショナリティー
と呼ばれる）は前の政策同様、食品安全や家畜管理などに関する法令の遵守と環境と
調和した農業のための農業活動（GAEC）の実施で構成されるが、コンディショナリ
ティーには前 CAP のグリーニングの要件や新しい要件が加わった（表３）。
また直接支払いのうち 25％分は、エコスキームと呼ばれ、各国が指定した環境関
連要件を満たさないと受給できない。エコスキームの要件はコンディショナリティー
よりも環境に好ましい内容であることが求められており、農業者にとっては従前の直
接支払いを得るためには追加的な環境保全への取組が求められることになる。
第２の柱の農村振興政策については、少なくともその 35％は気象変動や環境に向
ける事が求められている。農村振興政策のなかで各国が独自に取り組む農業環境支払
いがその主要な政策となるであろう。条件不利地域対策については、前 CAP ではそ
の 100% が環境関連政策としてカウントされていたが、次期 CAP では 50% 分が気象
変動・環境関連予算にカウントされることになる。
コンディショナリティー、エコスキーム、第２の柱のなかの農業環境対策等の
CAP における環境関連政策全体は、グリーンアーキテクチャーと総称される。各国
は戦略計画において、コンディショナリティー、エコスキーム、第２の柱のなかの農
業環境対策等に関わる政策や予算を、持続的な農業に関して設定した目標達成のため
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に一体的に向けることが求められている（図２）。
【表３】次期共通農業政策での直接支払いの受給条件（コンディショナリティー）

出所：欧州委員会及び各国の戦略計画案を基に筆者作成

４．各国の戦略計画の提出状況
EU 加盟国からの戦略計画の提出期限は 2021 年末に設定された。ベルギーは自国
内のフランドル地域とワロン地域がそれぞれ戦略計画を策定しており、戦略計画は

【図２】次期共通農業政策のグリーンアーキテクチャー

出所：筆者作成
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EU 全体で 28 個存在することになる。期限内に 27 カ国中 18 カ国が提出し、2022
年２月 10 日時点でもまだいくつかの国が未提出となっている。遅延理由には、計画
の策定や調整に手間取った以外に、2021 年末近くに政権交代があり、新政権による
戦略計画の手直しや承認が必要だった国もある。
各加盟国は戦略計画の検討にあたり、それぞれ SWOT 分析や農業・農村のニーズ
の把握の調査などを行っているが、その検討プロセスはさまざまである。例えば、自
国の戦略計画案について EU 委員会に提出する前にパブリックコンサルテーションを
行った国もあれば行っていない国もある。次章で紹介するアイルランドは、2021 年
秋にパブリックコンサルテーションを行い、その結果を反映して修正したものが EU
委員会に提出された。例えばオランダは戦略計画案の EU 委員会への提出と同時に
パブリックコンサルテーションを開始し（回答期限は 2 月 1 日に設定）
、その結果は
EU 委員会との調整とともに最終案に反映させるとしている。ドイツは現時点では戦
略計画案についてのパブリックコンサルテーションを行っていない。
いくつかの戦略計画を概観する限り、各国の戦略計画の内容は極めて多様である。
各国はそれぞれの農業についての独自の目標を設定し、それに即した計画を出してい
る。その結果、例えばエコスキームの受給対象メニューも各国毎でその内容は大きく
異なっている。
各加盟国から提出された戦略計画はそれぞれ 1000 ページ前後に及ぶ大部なもの
で、しかもそれぞれの自国語で提出されている。今後、EU 委員会との調整を経て、
それぞれの戦略計画は正式なものとなる。調整に要する期間として当初は 6 カ月と
されていたが、すでに戦略計画の調整には 9 月までかかるのではとの報道もなされ
注３）AGRA-FACTS No.

ている 注３）。

10-22 “COMAGRI MEPs
TOLD CAP STRATEGIC
PLANS WON’T BE ADOPT-

Ⅱ

アイルランドの戦略計画

ED BEFORE SUMMER”

本章では、戦略計画の１例としてアイルランドが 2021 年末に提出した戦略計画案
の概要を紹介する。
１．アイルランドの農業の現状と課題
英国の西に位置するアイルランド島の過半を占めるアイルランドは、気候は涼しく
雨が多い。この自然条件はとりわけ牧草地に適しており、アイルランドの農業の過半
は畜産で成り立っている。アイルランドの７万㎢の国土（北海道よりやや小さい）の
注 ４）EU 委 員 会（2020
年 12 月）“Commission

64% を農地が占め、その 81% は牧草地、11% は放牧地であり、残りの８％のみが穀物・
野菜・果樹などの生産に充てられている。2017 年にはアイルランドの農業産出額の

Staff Working Docu-

４分の３以上を畜産物が占め、なかでも酪農と牛肉がそれぞれ 32%、30% を占めて

ment: Commission rec-

いる。アイルランドには 13.7 万の農場があり、平均規模は 32.4ha となっている。

ommendations for Ireland ́s CAP strategic
plan”

このアイルランドの農業の現状と課題について、「アイルランドの戦略計画に関す
る EU 委員会からの提言 注４）」では、以下のような諸点を指摘している。
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アイルランド南東部の農村風景

①広大な草地や豊富なピート土壌、張り巡らされた生垣など豊かな環境資源を有する
が、他方で家畜数の増大が環境を圧迫しつつある。
②農場所得は全産業の所得水準に比べて 39% と EU 諸国のなかでも低く、さらに食料
チェーンのなかでの農業の取り分も 20% 程度と EU 平均に比べて低い。
③アイルランドの農業はとりわけ英国への輸出依存度が高く、英国の EU 離脱は農業
経営の不安定要素となっている。
④地域別や農場の規模別の所得水準の格差が大きい（南東部に多い酪農経営は総じて
規模が大きく所得も高いが、北部・西部に多い肉用牛や羊生産農家は規模が小さく
所得水準も低い）。
⑤こうしたことから、アイルランドの農場は直接支払いや条件不利地域支払いなど補
助金への依存度が高い（農場の所得の 60 〜 70% を補助金が占める。肉用牛・羊な
どの部門は 100％を超えている）
。
⑥アイルランドの有機農地面積の比率は 1.6% と、EU 平均（8.5％）と比べてもかな
り低い。

アイルランド政府は戦略計画の検討と併行して、農業・農村等に関する今後の方向
性を示す文書を立て続けに公表している。2021 年３月に公表された「我々の農村の
注５）

」は、今後５年間の農村振興策として、農村地域により多

注５）農アイルランド政

未来 2021 〜 2025 年

府（2021 年）“Our Rural

くの人が持続的に生活していくために、若い世代へのサポート、LEADER 事業などを

Future 2021-2025”
注６）アイルランド政府
（2021 年 ）“Food Vision

活用したコミュニティ活動の活性化などを打ち出した。2021 年 8 月には、国連食料
システムサミットを前に自国の農業・食料産業に関する「2030 年の食料展望：持続

2030 – A World Leader

的な食料システムにおける世界のリーダーとして 注６）」が公表され、このなかでは「気

in Sustainable Food

象変動・環境に対応した持続的農業・食料部門」「一次産業生産者の持続性と幸福」「安

Systems”

全で健康的な食料」を目標に掲げている。

注７）Climate Action and
Low Carbon Development
(Amendment) Act 2021

気象変動に関しては 2017 年 7 月に 2050 年までにゼロエミッションを達成する
ことを目指すアイルランド気象法 注７）が制定され、11 月にその具体的取組内容を示
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注８）アイルランド政府
（2021 年）“Climate Action
Plan 2021”
注９）アイルランド農業
食料海洋省（2021 年）“Ag

す「気象行動計画 2021 注８）」、12 月には農業部門についての「農業部門の気象変動
ニュートラルに向けたロードマップ

注９）

」が公表された。アイルランドの温室効果ガ

スの 35% は農業部門、とりわけ家畜とそこから排出される糞尿の散布に由来してい
る。2050 年までに食料部門としてのゼロエミッションを達成するために、窒素肥料

Climatise - A Roadmap

利用の大幅な削減、排出の少ない糞尿散布技術の導入、農地の湿地への復元などの実

towards Climate Neu-

施が盛り込まれている。

trality”

アイルランドの戦略計画案は、これら自国で設定した政策目標の具体化と EU 全体
の目標達成の双方を見据えて策定されている。

注 1 0 ） “Irela n d - CA P

２．アイルランドの戦略計画注 10）

Strategic Plan 2023-2027
（Draft）”（EU 文書 CCI コ
ード：2023IE06AFSP001）

2021 年末に設定された期限に向け、EU の各加盟国が独自の戦略計画を作るなか、
アイルランドも自国の農業の実情に沿った戦略計画の策定を行ってきた。
アイルランドの戦略計画案の策定は、２年間をかけて SWOT 分析や農業・農村のニー
ズの把握などが進められた。2021 年後半からは政府の戦略案に対する複数回のパブ
リックコンサルテーションが行われた。年末に、第２の柱に関するアイルランド政府と
して次期 CAP に 23 億ユーロの支出を行うことが決定し、これを踏まえた政府内での
最終的な変更と承認過程を経て、EU 委員会に提出されたところである（表４）。
【表４】アイルランド戦略計画の予算配分（2023-2027 年）

出所：アイルランド農業食料海洋省（2021 年 10 月）“CAP Strategic Plan funding - Table-Indicative allocation
per intervention-updated 21Oct”
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前述したように農業所得に占める補助金比率の高いアイルランドの農業者にとっ
て、次期 CAP に関する最大の関心事は、これまで受給していた助成の額や条件がど
のように変化するかである。この視点から、特にアイルランドの農業者の関心が高かっ
た事項を取り上げる。
（１）第１の柱：直接支払い
第１の柱の直接支払いは、EU の農業者に共通することだが、アイルランド農業者
にとり CAP からの助成の大層をなす。第１の柱の予算総額で見れば、次期 CAP での
第１の柱の年平均予算額は 2017 年の数値と比べて 3％減となっている。アイルラン
ドは戦略計画の期間中での第１の柱と第２の柱の間の予算の移管は予定していないの
で、直接支払いの支給額は５年間同額が予定されている。
しかし、次期 CAP では、その少なくとも 10％が小規模農家支援として再分配され
る。具体的には、それぞれの受給農場の最初の 30ha までについては約 43 ユーロが
注 11）

。専業的な農業者にとっては、まずこの財源 10％分

注 11） ア イ ル ラ ン ド 政

直接支払いに上乗せされる

府（2022 年 ）“Summary

は受給額が減ることになる。また、青年農業者支援に３％が向けられ、これも多くの

of Ireland’s Draft CAP
Strategic Plan 20232027”

農業者にとっては受給額の減少を意味する。
そのなかで、特に農業者の関心が高かったのはエコスキームの受給条件であった。
エコスキームは直接支払いの 25％に相当する。前の政策では、直接支払いの 30％分
がグリーニングとして EU 共通の３要件を満たさないと受給されなかったが、エコス
キームの要件は各国が決める。ただし、その内容は直接支払いの受給条件であるコン
ディショナリティーの内容よりもさらに環境保全的な内容でなくてはならないとされ
ている。農業者にとっては、25％分を受給するために追加的な要件を満たさなくて
はならず、すなわち新たな負担を強いられることになる。
アイルランド政府が提示したエコスキームのメニューは以下の８つであり、直接支
払いのうちエコスキーム分を受給するには、このうち少なくとも２つの要件を実施し
なければならないとされている（表５）。11 月のパブリックコメントに供された当初
案では、８つのメニューのうち活動１から５のみが記載されていたが、その後のパブ
リックコンサルテーションのなかで、この５つのメニューのうち２つを実施するとい
うのはハードルが高すぎるとの意見が農業側から強く出され、活動６、７、８及び、
活動１に「農地の非生産対象面積を 10％以上にした場合にはそれで２要件満たした

注 12）Irish Farmers Jour-

とみなす」という要件が加わった 注 12）。

nal (2021 年 11 月 25 日 )
“Revealed: three new eco
scheme measures proposed by Department”

（２）第２の柱：農村振興政策
アイルランド政府は 2021 年 10 月に共通農業政策へのアイルランドからの支出分
として、７年間で 23 億ユーロを支出することを決定した。これまでの７年間の財政
期間における CAP に対する政府からの支出に比べてほぼ 30％の増額となっている。
各国からの CAP への支出は EU からの支出とともに第２の柱「農村振興政策」予算
に充てられ、次期 CAP のアイルランドの第２の柱向けの予算はこれまでよりも増加
した。
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【表５】アイルランドのエコスキームのメニュー

出所：アイルランドの戦略計画をもとに筆者作成

第２の柱である農村振興政策のなかで予算額が大きいのは農業環境気象変動対策と
条件不利地域対策である。これらについては、既存の農業環境対策や条件不利地域対
策を概ね継承する内容となっている。
第２の柱に含まれる事業のなかで、農業者の関心が高かったのは、肉用牛・羊部門
への支援策であった。次期の肉用母牛対策や羊改良事業では、既存事業に比べて助成
単価はあげられたが、農業団体からは設定された予算額から単純に計算すれば、助成
注 13）I r i s h E x a m i n e r
(2021 年 10 月 26 日 )
“What the CAP plan will
mean for farmers”

対象となる家畜数は全体の半分にも満たないとの批判が出ている 注 13）。
一方、有機農業への助成が大幅に増加したことも目を引いた。これについてアイル
ランド農業大臣は、現在は 1.6％と EU のなかでも低い有機農地面積比率を 2027 年
までに 7.5％に拡大することを目指すと表明した。そのために潤沢な予算額が用意さ
れたわけだが、農業団体からは、1,800 しかいない有機農業者（政府の目標では今後
新たに 6,500 人増やす）に対する事業予算と、６万人以上いる肉用牛生産者への事

注 14）脚注 13 と同じ。

業予算がほぼ同じなのは問題だとの声が上がっている 注 14）。
国内での議論や修正を経て提出された戦略計画だが、今後その内容について EU 委
員会との協議が行われ、実際に政策が実施されるのは 2023 年からの予定である。
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EU 委員会との協議が終了するまで政策の中身は確定しないが、アイルランド農業食
料海洋省は 2022 年３月には直接支払いの対象となる農業者の定義から外れる農業者
や新しい家畜単位の定義などについての情報を公表し、2023 年からの政策開始に向
注 15）アイルランド農

けた具体的な準備を進めているところである 注 15）。

業食料海洋省（2022 年）
“Information letter –
Important elements of

アイルランドの農業政策は、農業者の所得を支え、特に条件の悪い北西部で肉用牛
や羊を生産する農場を支援すると同時に、畜産による環境への負荷（ゲップによるメ

the new CAP strategic

タン発生や、糞尿散布による窒素過多など）を軽減することの両立を図るという、難

plan 2023-2027”

しいバランスを取ることが求められている。その戦略計画案を見ると、近年増加しつ
つある家畜頭数を抑制し、有機農業振興など環境面の持続性を高めるための政策を強
化しているが、まずは「一次産業生産者の持続性と幸福」というアイルランドの「食
料展望 2030 年」の目標達成に向け、これまでの農業政策を踏襲した内容となってい
るのではないだろうか。

アイルランド南部の酪農風景。家畜はほぼ牧草のみで飼育される。

他の国の戦略計画との比較及び考察

Ⅲ

以上、アイルランドの戦略計画案を見てきた。アイルランドの戦略計画及び、いく
つかの EU 加盟国の戦略計画の概要から、最後に現時点での考察を述べておく。
１．国ごとに多様な戦略計画
EU 加盟国から提出された戦略計画案の多くがすでに公表されているが、その内容
はかなり異なる。各国の農業実態や次期 CAP を通じて何を目指すのかが異なり、そ
れが多様な戦略計画という結果となっている。
例えば、エコスキームに例にとっても、アイルランドは前述のように８項目から２
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項目を実施する内容となっているが、
＊オランダ： 作物管理、土壌保全、家畜管理、非生産地管理、有機農業など 26 項
目の活動についてのポイント制
＊イタリア：５つのメニューからの選択（家畜での抗菌剤使用削減と動物福祉、
樹園地管理、オリーブの管理、祖法的な飼料生産、授粉昆虫の保全）などと大
幅に異なる。
このなかで、例えば EU 全体として大幅な拡大を目指している有機農業の振興策に
ついても、エコスキームの受給要件とする国、エコスキームには入れていないが、第
２の柱である農村振興策のなかの環境・気象変動対策のなかのメニューにしている国
や、アイルランドのように別途有機農業支援策を設定している国、あるいはエコスキー
ムと農村振興策の両方で振興策を講じている国がある。
２．農業者への影響
EU の農業者にとり、CAP からの補助金は平均して農業所得の半分、地域によって
は農業所得を上回るという経営上極めて重要な補助金である。その観点から、次期
CAP において農業者にとってとりわけ影響が大きいのは、
＊直接支払いの 25% を占めるエコスキームの要件
＊直接支払いの 10% を占める中小農家への再配分

であろう。前者は農業者にとって要件を満たすための追加負担を意味する。後者は大
規模農家への農地集積が進んでいる EU 各国において、農業の担い手層の受給額の減
少を意味する。
次期 CAP 予算の総額や配分も重要である。EU としての次期 CAP の予算総額は減っ
たが、アイルランドは各国政府等からの拠出金の増額でそれを埋め合わせた形となっ
ている。各国政府からの拠出金は第２の柱に向けられるので、アイルランドにおいて
は第２の柱の予算比率が前 CAP よりも拡大したことになる。第１の柱での農業者の
受給額の減少や負担増を第２の柱でカバーしようとしたともいえる。
一方、例えばオランダの場合は、第１の柱の財源（EU からの拠出金）のうち
2023 年は 15%、2027 年には 30% を第２の柱に財源移管するという計画となってい
る。第２の柱に移管された財源の多くは、農業環境支払い事業の増額に向けられ、ま
た、第１の柱のなかのエコスキーム予算は変更せず直接支払い部分が年々圧縮される
計画になっており、全体としてアイルランドよりもさらに環境に傾斜した計画となっ
ている。
次期 CAP は EU として限られた財源のなかで、全体として環境・気象変動対策を
強化するような内容となっているが、同時に、欧州グリーンディールの動きに合わせ、
各国とも「気象法」などゼロエミッションを達成するための環境規制策が進んでいる。
アイルランド農業の大層をなす家畜部門は温室効果ガスの排出源となっており、それ
への対策は、次期 CAP の戦略計画のなかのいくつかのメニューに見られるが、農業
者にとっては農業政策の枠組みよりも「アイルランド気象法」に基づく環境政策から
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の規制の影響が大きくなるものと見込まれる。
３．「共通」農業政策？
各国の農業の目指すものを戦略計画は体現している。 EU 各加盟国の農業が多様で
あるなか、戦略計画の策定は農業政策がより各国の農業の実態や農業政策が目指すも
のに準じた内容となることを可能にしたといえよう。しかし、一方で EU は統一市場
である。EU 域内での物・人・資本の動きをスムーズにするため、農業・食料分野に
関しては「共通」農業政策を導入し、食品規格・表示などを EU として統一してきた
のである。近年では気象変動・環境という EU 全体で取り組むべき新たな政策課題も
出ている。そのなかで、EU としての政策の統一性と、各国の農業政策の多様性をど
のように両立させていくのか、難しい政策の舵取りではないだろうか。
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