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フランスの食と農② 消費者と生産者の新しい連携

日本農業経営大学校 専任講師 小

（１／５）

として誕生した。

２００２年には のＡＭＡＰが誕生し、

２００３年にはＡＭＡＰの活動が守るべ

の原則を定めた 「ＡＭＡＰ憲章」

する研究グループの視察旅行で訪れた
届けします。最終回となる今回は、フ
ランスにおける新しい食と農の連携の取
り組みをご紹介します。
■はじめに

が定 められた。 その後、 活 動 は全 国

に急速に広がり、少々数字が古いが、

２０１２年の時点で１６００以上のＡＭＡ

Ｐが５万人以上の会員にバスケットを提

供していた。

今回の視察では、パリ市内の５区で

２００７年から活動しているＡＭＡＰにつ

あり、そのモデルは、アメリカのＣＳＡ

まとめや分配を行うという仕組みで

配達、消費者グループが注文の取り

所に農産物が入った定額のバスケットを

グループと契約し、週１回決まった場

本的に、１人の生産者が１つの消費者

で広まった産消提携の運動である。基

：農民的農業
de l Agriculture Paysanne
維持協会）は、２０００年代にフランス

会で、農場経営者である参加者がアメ

課税 （
トービン税）を求める市民団体

民同盟」と国境を越えた金融取引へ
の

た流れの中で、小規模農家中心の 「
農

）
」（
農産物直売所、マルシェでの
Courts
直売等）の考え方が広がった。こうし

から、
「
ショートサプライルート （ Circuits

離農が増加する中で、都市近郊の農家

の中で小規模農家の経営が困難になり

営についても聞いた。

Ｐが契約する生産者の農場を訪ねて経

いて、バスケットを分配する場所で会員

）や
（ Community Supported Agriculture
日本の産消提携運動と言われている。

リカのＣＳＡ運動を紹介したことが契機

消費者は 世帯ほどで、ほぼすべての

き合いが始まったという。利用している

在契約している農家とは３年前から付

このＡＭＡＰの創設は７年前だが、現

～パリ５区の分配拠点にて～

■ＡＭＡＰの仕組み

の方のお話を聞くとともに、このＡＭＡ

日 本 を含 む諸 先 進 国 同 様、 フラン

となり、最初のＡＭＡＰがこの農場経営

世帯が毎週利用している。１つのバスケッ

40

トが５ で、世帯の規模によって１バス

kg

「
ＡＴＴＡＣ」が２００１年に共催した集

スでもＢＳＥの発生などをきっかけに、

者が経営するプロヴァンスの農場を中心

ＡＭＡＰ （ Associations pour le Maintien

18

１９９０年代以降食の安全についての関

方で１９９０年代半ばから、既存流通

自を知りたい消費者が増えてきた。一

き

野です。前号に引き続き、私が所属

17

フランスの食と農についてのレポートをお

心が高まり、普段食べている食品の出

△分配拠点前のポスター
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（２／５）

野菜の分配は毎週水曜日の夜 時～

ぞれの箱の横にはかりと、１バスケット

ワイトボードを並べる。「
きゅうり１バ

当たりの各野菜の重量を書き込んだホ

点でお話を聞いた日は、珍しく生産者

スケット１ 、１／２バスケット５００ｇ」

１年単位で行われる。先の需要量が把

ＡＭＡＰと会員の契約は半年あるいは

ＡＰの専従者ではなく、他に仕事を持っ

今回お話を伺った代表者の女性もＡＭ

点にかかる経費などを捻出している。

ＡＭＡＰの母体に支払うお金や分配拠

員からの登録料 ユーロ （
年額）から、

ＡＭＡＰ自体は非営利の団体で、会

ると、
会員も協力して野菜を運び出す。

とに思い至る。生産者のバンが到着す

ともにする中 ・高校生は見かけないこ

人もいて、日本では夕刻に親と行動を

ンエイジャーの子どもを伴って来ている

中高年の男性も若い男性もいる。ティー

てくる会員は多様で、女性が多いが、

もらっているのだという。拠点に集まっ

するときの光熱費だけ払って使わせて

の入り口にある共有スペースで、使用

た。拠点といっても、普通の集合住宅

社会運動としての取り組みであること

分配の雰囲気からも、やはり買い支え、

戦になるかと言えばそんなことはなく、

びが目立つものもある。よい品の争奪

野菜のサイズはばらばらで、キズやひ

取ることはできない。木箱をのぞくと、

たりの組み合わせを変えて野菜を受け

らトマトを多めに」など１バスケット当

類を選んだり、「
きゅうりはいらないか

は生産者に任されており、会員は種

帰る。その日の野菜の組み合わせや量

会員は自分で野菜を計量し、持って

といった具合だ。

握できるため、農家はそれをもとに作

野菜の入った木箱を長机に置き、それ

りをしながら分配が始まるのを待ってい

の到着が遅れ、多くの会員がおしゃべ

時。９月はじめ、パリ市内の分配拠

19

フランスの食と農② 消費者と生産者の新しい連携

ケットの契約も、１／２バスケットの契
約もできる。結果として、このＡＭＡＰ
に持ってきてもらう野菜類は バスケッ
ト分くらいだそうだ。価格は１ あた

20

付計画を立てる。また、契約先の農

ていると思われる。

家は有機農法の一種であるバイオダイ
ナミック農法で栽培を行っているが、以

△会員で賑わう分配拠点

前マルシェに出店していた時は、栽培方
法による付加価値を理解してくれる客
がなかなか集まらず苦戦したため、Ａ
ＭＡＰへと販 路 を切 り替 えたそう だ。

△１バスケット当たりの重さを確認
して計量

ことだった。

kg

20

り３ユーロ （
１ユーロ約１４０円）という

kg

２００ ほど離れた農場から週に１回

△会員が協力して到着した野菜を運ぶ

15

自分で車を運転し野菜を運んでくる。

km
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しい時間だったにも関わらず、ＡＭＡＰ

今回の視察では、分配前のあわただ

ある層が中心だろう。

の推察だが、会員は社会的にも余裕の

が感じられる。あくまで視察した我々

トロワ郊外にＡＭＡＰの生産者を訪ねる

会が見どころなのだが、今回の目的は

定されていて、古くからの街並みや教

であり、中心部は歴史保存地区に指

トロワはシャンパーニュ地方一の美食の街

２００ ほど離れたトロワへ
と向かった。

契約をしたりするためにも資格が必要

のアドバイザーになったり、ＡＭＡＰと

とが多く、有機野菜を扱っている企業

農業関係の職に就く要件になっているこ

フランスでは、資格を持っていることが

計 バスケットを配達している。

内のＡＭＡＰで販売しており、１週間に

フランスの食と農② 消費者と生産者の新しい連携 （３／５）

もお手本にした日本からの訪問という
ことである。

バイオダイナミック農法で生産をおこ

ことで喜んでもらったのだが、正直なと
ころ、筆者は産消提携についての知識

意）
の経営者 Piat
氏は 歳。生産物は、
前日に訪ねたものを含めて２つのパリ市

（
有機の庭の
なう農場、 Les Jardins BIO

km

に乏しく、生活者としても接点がない。
生協は 年近く利用しているが、共同
購入ではなく個配だ。唯一、大学時
代に近所の自然食品店で時々お弁当
を食べており、その店は有機野菜の共

である。 Piat
氏は、親が農業関係者だっ
たことから農業の勉強をし、 歳で農

業分野の職業バカロレアを取得、 歳で

18

その上の資格 （
おそらく農業高等技術

者免状 （
ＢＥＰＡ）
）を得たあとは、農

地を集めながら各地の有機栽培をおこ

なう農場で修業をしてきたそうだ。

２００３年にこの地域で ａの農地を

しずつ農地を拡大、現在は１ の農地

購入したのを皮切りに、数年ごとに少

15

同購入の拠点だったという記憶がおぼ
ろげにあるだけだ。今の日本における
産消提携の位置づけはどのようなもの
なのか、ＡＭＡＰが急速に拡大している
フランスと日本の共通点と相違点はな

32

48

に４棟のハウスと露地栽培で野菜を生

種

産している。先述したバイオダイナミッ

ク農法の認証を取り、年間４～

ていた

種くら

氏だが、現在の経営は厳し
Piat

どもあり、雇用を導入して栽培を行っ

いだそうだ。昨年まではハウス建設な

達で持っていくのは各回５～

の野菜を栽培している。ＡＭＡＰへの配

50

にか。宿題を課された気持ちで拠点を

20

ha

10

あとにした。
■ＡＭＡＰの生産者
～フランスの若手有機農家～
分 配 拠 点 を訪 ねた翌 日、 パリから

△ Les Jardins BIO の経営者、Baptiste Piat 氏

10
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員当たりの注文が１バスケットから１／

で、景気が悪化したことによって、１会

い。厳しさの原因はフランス経済の低迷

ＡＭＡＰの活動では、１ＡＭＡＰ当たり

氏の農地面積では狭くて
あるが、 Piat
受給の要件を満たさないという。

やされる。政府が出している補助金も

（４／５）

２バスケットに減るなどの影響が出てい

週 バスケットを作ることが目標となっ

フランスの食と農② 消費者と生産者の新しい連携

るそうだ。５ のバスケットが１週間で
バスケット× ユーロ （
１ ３ユーロ）
kg

kg

15

りを配達に行き、火曜日の夕方と水

い中、水曜日にパリまで２００ の道の

め、雇用の導入は断念した。人手がな

に余裕はなさそうだ。収入が減ったた

代や燃料代など諸経費を引けば確か

約５２４万円）となり、ここから種苗

３万７４４０ユーロ （１ユーロ１４０円で

難い。理念と現実のギャップを抱えな

現状の利用では支え切れているとはいい

Ｐが１つの農家を支えるのが原則だが、

具合を超えた利用はできない。１ＡＭＡ

国で会員が増えているとはいっても、懐

ないらしい。ＡＭＡＰ自体は拡がり、全

だそうだが、なかなかうまくは行ってい

れなど計 人が農場を訪れたという。

１人で、あるいは友人同士、子ども連

△育苗の様子

がらの拡大であることが伺える。

生産者ではなくディレクターの仕事なの

ており、会員の拡大、利用料の拡大は

70

曜日の朝は持っていく野菜の準備に費

× 週で年間売り上げを計算すれば、

48

52

△農場の様子

認することが定められているらしい。そ

ＡＭＡＰとの契約前に生産の様子を確

場見学会がおこなわれるほか、本来は

氏
訪問や援農はないのだろうか。 Piat
によると、１年に２回、会員による農

ところで、ＡＭＡＰ会員による農場の

てくれた。

のではないかというアイディアを披露し

もたちにも有機野菜を食べてもらえる

ういう人たちに宣伝することで、子ど

人に食に興味がある人が多いので、そ

氏。 経 営 面 では有 機 野
題 という Piat
菜のＰＲを積極的に行う目標を持ってい

い野菜の紹介などを行っているそうだ。

を送付し、農作業手伝いの募集や新し

新規就農から 年余、経済面でも人

る。ネットでの宣伝を始めたい、妻の友

れ以外に、１か月に１回会員にメール

栽培面では、技術の向上が一番の課

30

手の面でも課題に直面している Piat
氏
だが、有機農業を実践し、有機栽培の
こうした呼びかけに応えて、昨年は、

10

km
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しれない課題であり、彼の経営に見え

し、彼の課題はそのまま日本農業経営

と日本でさまざまな面で異なる。しか

あった。農業を取り巻く環境はフランス

と農業人材育成システム」南石他編 『
農

意 味 を問 い直 す 」 JC
総 研 レポー ト、
、
、２０１２年
Vol.24
pp.9-24
石井圭一 「
フランスにおける就農支援

域 流 通 施 策 の背 景 ― 「ロー カル」 の
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