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は じ め に 
 

                               社団法人埼玉県農林公社 

                               理事長  杉  田  勝  彦  

 

 当公社では埼玉県農林業の発展を目指し、県や関係団体の御指導、御協力をいただきながら、

森林の保全、農業基盤の整備、農地の保有合理化、青年農業者の育成など多岐にわたる事業に取

り組んでおります。その一環として青年農業者を海外に派遣し、先進的経営や環境保全型農業等

にじかにふれることにより、新しい発想を身につけ、地域農業の力強い担い手になるよう、農業

青年海外派遣研修を実施しています。 

 本県では、日照時間が長く、肥沃な農地を有していることなど豊かな自然と首都圏に位置する

という立地条件を生かして、野菜を始め、米、麦、畜産、果実、花植木など多彩な農産物が生産

されています。特に本県は、生産技術に優れ、特別栽培農産物やトレーサビリティなど安心・安

全な生産に積極的に取り組んでおり、近年では輸出にも力を注いでいるところであります。その

ような中で、国際感覚豊かなチャレンジ精神旺盛な農業経営者の育成は、これまで以上に重要と

なっています。 

 ３０回目となる当研修では、研修団役員３人と各市町村長から推薦をいただいた１２人の研修

生をオランダ・ベルギー・フランスの３か国に派遣いたしました。今回は、オランダではアール

スメール花き卸売市場や天敵農法導入農家、ベルギーではスーパーマーケット、フランスでは直

売所併設農家や有機栽培農家、ランジス中央卸売市場など生産・加工・流通販売と幅広く研修が

できるよう日程に配慮いたしました。 

特に今回は、これまで日程上難しかったオランダの施設園芸見本市の視察やフランス中世の農

家を改装したファームペンションでの宿泊などを新たに組み込むことができました。研修生の皆

さんは、ヨーロッパの農業事情や文化に直接触れ、国内では得られない貴重な体験をされ、また

県内各地域にすばらしい仲間ができたことと思います。皆さんのこれからの御健闘を心から期待

するものであります。 

 最後に、研修を実施するに当たりまして、御指導・御協力を賜りました県を始め、関係市町村、

農業団体等の皆様に対し厚くお礼申し上げますとともに、今後とも青年農業者の育成にお力添え

をいただきますようお願い申し上げます。 
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研  修  日  程 

 

 

月 日 発 着 地 等 交通機関 ス ケ ジ ュ ー ル 食 事

１日目 

10/14 

（水） 

さいたま新都心駅発 

成田空港着 

成田空港発 

【オランダ】 

アムステルダム着 

ハーグへ 

バス 

 

ＪＬ411 

 

専用車 

送迎バスにて成田空港へ 

出国手続後 

空路アムステルダムへ 

 

入国手続後ハーグへ 

（ハーグ泊） 

朝：×

昼：機内

夕：○

２日目 

10/15 

（木） 

ハーグ 

アールスメール 

 

アムステルダム 

専用車 

 

 

 

（オランダ農業事情視察研修） 

①アールスメール花き卸売市場視察 

②花き生産農家視察 

③消費者向け花市場視察 

④園芸見本市視察    （ハーグ泊） 

朝：○

昼：○

夕：○

３日目 

10/16 

（金） 

ハーグ 

ロッテルダム近郊 

専用車 

 

（オランダ農業事情視察研修） 

⑤生物農薬開発会社視察 

⑥天敵農法導入農家視察 （ハーグ泊） 

朝：○

昼：○

夕：○

４日目 

10/17 

（土） 

ハーグ 

デンハーグ発 

【ベルギー】 

ブリュッセル着 

専用車 

特急 9322 

 

専用車 

特急列車にてブリュッセルへ 

 

（ベルギー農業事情視察研修） 

⑦農産物・加工食品等販売施設視察 

 （ブリュッセル泊） 

朝：○

昼：○

夕：○

５日目 

10/18 

（日） 

ブリュッセル 

ブリュッセル発 

【フランス】 

パリ着 

専用車 

特急 9318 

 

専用車 

特急列車にてパリへ 

 

（グリーンツーリズム事情視察研修） 

⑧ファームペンション視察 

（農家民泊：ブロー泊） 

朝：○

昼：○

夕：○

６日目 

10/19 

（月） 

パリ郊外 専用車 （フランス農業事情視察研修） 

⑨土地利用型農業視察 

⑩直売所併設型農家視察  

（農家民泊：ブロー泊） 

朝：○

昼：○

夕：○

７日目 

10/20 

（火） 

パリ郊外 専用車 （フランス農業事情視察研修） 

⑪有機栽培農家視察 

⑫食品加工施設併設農家視察 

青年等農業者との交流夕食会（パリ泊） 

朝：○

昼：○

夕：○

 

 
2



 

 

 

月 日 発 着 地 等 交通機関 ス ケ ジ ュ ー ル 食 事

８日目 

10/21 

（水） 

パリ 専用車 （パリ流通事情視察研修） 

⑬常設市場視察 

（パリ泊） 

朝：○

昼：機内

夕：○

９日目 

10/22 

（木） 

パリ 

 

パリ発 

ロンドン着 

ロンドン発 

専用車 

 

ＢＡ319 

 

ＪＬ402 

（フランス流通事情視察研修） 

⑭ランジス中央卸売市場視察 

空港へ 

出国手続き後、ロンドンへ 

到着後、乗り継ぎ 

空路成田へ        （機中泊） 

朝：○

昼：○

夕：機内

10日目 

10/23 

（金） 

成田空港着 

成田空港発 

さいたま新都心駅着 

 

バス 
入国手続後 

送迎バスにてさいたま新都心駅へ 

朝：－

昼：機内

夕：×

 

 

経路概略図 
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第３０回埼玉県農業青年海外派遣研修団員名簿 
 
 
１ 役  員 

区  分 氏
ふり

  名
がな

 

所属団体及び役職名 

団  長 佐 竹
さ た け

 章
あきら

 

埼玉県春日部農林振興センター 所長 

副 団 長 内 田
う ち だ

 芳 二
よ し じ

 

深谷市役所産業振興部農業振興課 課長 

事務局長 田 村
た む ら

 達 弥
た つ や

 

(社)埼玉県農林公社農林公園管理事務所 

施設管理担当 担当課長 

 

 

２ 研 修 生 

No. 氏
ふり

  名
がな

 

市町村 経営の概況 

1 渡 邉
わ た な べ

 聡
さとし

 

朝霞市 
体験型農園、エダマメ、トウモロコシ、サ

ツマイモ、ニンジン 

2 落合
おちあい

 美樹泰
み き や す

 

所沢市 カブ、サトイモ、ジャガイモ、葉ショウガ

3 堀 口
ほ り ぐ ち

 豊
ゆたか

 

日高市 鉢物、野菜・花壇苗 

4 安住
や す ず み

 梨奈
り な

 

鳩山町 露地野菜 

5 馬場
ば ば

 康尋
やすひろ

 

上里町 イチゴ 

6 福田
ふ く だ

 保夫
や す お

 

上里町 キュウリ 

7 田部
た べ

井
い

 一嘉
かずよし

  熊谷市 酪農 

8 平井
ひ ら い

 香織
か お り

 

深谷市 植木 

9 柴崎
し ば さ き

 直樹
な お き

 

深谷市 ネギ、キュウリ 

10 石黒
い し ぐ ろ

 正樹
ま さ き

 

加須市 水稲 

11 臼倉
う す く ら

 明久
あきひさ

 

八潮市 水稲、コマツナ 

12 福 岡
ふ く お か

 誠
まこと

 

三郷市 水稲、コマツナ 
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知事表敬訪問 世界最大アールスメール花き市場 

花（華）に囲まれたぐっさん 

 

バラ農家マティーンさんと 

日本企業と出会った～～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見本市 花かざりとカオリン 

博士ＡＭ５：５０ 
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初めてのダブルデート 仲良し３兄弟 

初日の研修お疲れさま～～ 生物農薬会社コパート 

はにかみ団長 Ｏｈ Ｍｙ Ｇｏｄ！！ 
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このトマト・・・んん？？ 天敵農法導入農家 

就学旅行気分 団長のお気に入りムール貝 

ベルギービール最高！！ 「カズヨシィ～聞いてくれよぉ～」 

あっ！ バス！が来た！ 隠れた迷所に大興奮 
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ベルギーのスシ食いねェ～ リナ しあわせ♡ 

やす マーケットリサーチ中 笑顔がステキなジョイさん 

夢見る２人 ホテルの晩餐 ｉｎベルギー 

石黒一家 パリに到着 
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ノートルダム大聖堂とパリッ子 あの子かわいくない？ 

研修戦隊キョウコイエロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

真ん中だれ？ 
 

ツートップ会談 

背が伸びた～ 笑顔がステキなクロちゃん 
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乙女たち 未来を語り合う若者たち 

❤Ｗｅ ｌｏｖｅ ｙｏｕ❤ ルーブルに飾れるかな ｂｙ画伯 

アニキ・細マッチョ・ゴリマッチョ チーズ大好き添乗員 恭子です 

まだ質問していいですか？ ハ～イ 僕ミッキー♪ 
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横綱ぐっさん フランス場所 パリ郊外 直売所 

ハートのお芋 埼玉の藍染めプレゼント 

召し上がれ→ いっただきまぁ～す 

落ち着くわぁ～ 巨大ＵＦＯキャッチャー 
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有機農法農家 ピエールさんと 未来へジャンプ 

休憩中 パリと妻沼の酪農家対談 

メシまだぁ～？ 待ってろよ～～ 

天才画伯 カズ 青年農業者との交流 
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パリで熊農同窓会 マルシェの苺を試食 

すんげぇ～ ｂｙのびちゃん 鏡の間での集合写真はレアです！ 

夜はこれからだぁ～！ ニヒヒッ★ セーヌ川クルージング 

ライトアップ！ ラストナイト 
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不揃いなトマトたち これがランジスかぁ 

ヨネスケ お買いあげ ８０㎏のチーズを持つまこっちゃん 

パリの胃袋 ランジス市場 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エッフェル塔と合体 

知事へ報告 
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レ ポ ー ト 
 

 

 

団  長 佐  竹 章 ・・・ １６ 

副 団 長 内  田 芳 二 ・・・ １８ 

事務局長 田  村 達 弥 ・・・ ２０ 

    

朝 霞 市 渡  邉 聡 ・・・ ２２ 

所 沢 市 落  合 美 樹 泰 ・・・ ２４ 

日 高 市 堀  口 豊 ・・・ ２６ 

鳩 山 町 安  住 梨 奈 ・・・ ２８ 

上 里 町 馬  場 康 尋 ・・・ ３０ 

上 里 町 福  田 保 夫 ・・・ ３２ 

熊 谷 市 田部井 一 嘉 ・・・ ３４ 

深 谷 市 平  井 香 織 ・・・ ３６ 

深 谷 市 柴  崎 直 樹 ・・・ ３８ 

加 須 市 石  黒 正 樹 ・・・ ４０ 

八 潮 市 臼  倉 明 久 ・・・ ４２ 

三 郷 市 福  岡 誠 ・・・ ４４ 
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農業青年海外派遣研修を終えて 
 
 

 

                        団 長  佐竹 章  
 
 

 
 
ら穀物価格が暴落したため、有機栽培に関 はじめに 
心を持つ農家や東欧圏からの輸入が増加す

るなど、今後の懸念材料も増えています。 
 本年の海外派遣研修には、県内各地から

農業青年１２名が参加しました。いずれも

市町村長の推薦を受けた意欲的な青年たち

です。今回の研修は第３０回という節目の

開催であり、また訪問国の一つのオランダ

は、日本･オランダ通商４００年記念の年

に当たります。このような意義深い年に、

役員の一人として参加できたことに感謝申

しあげます。 

 このため、学校給食の２０％をオーガニ

ックに転換するというフランス政府の方針

を先取りし、幼稚園などに直接出向いて営

業活動を行うほか、仲間の有機農業グルー

プとともに、機械化が可能なニンジン、ジ

ャガイモ、キャベツなどの有機野菜を給食

に供給する取組みを開始、販路拡大と安定

収入の確保に努力を傾注しています。  今回は県農林公社の御配慮により、欧州

の大規模農業経営や環境配慮型の農業、Ｅ

Ｕ圏を対象とした広域農産物流通、直売や

農産物加工など、研修生とともに極めて多

岐にわたる視察をすることができました。 

 
 
 
 
 

 １０日間の研修を通じ、特に感銘を受け

た点、印象に残った点などをかいつまんで、

以下に報告いたします。 

 
 
 
  
  
  
  

 ペシー(フランス)の有機栽培農家で 
  

 ２ 直売農家のマーケティング 
  視察したバラ切花栽培農家は１７ａと小

規模経営ですが、顧客のニーズにきめ細か

く応えるため、３００～４００本単位で多

くの品種を栽培しています。また、流行の

花色や大きさなどについて常時マーケティ

ング調査を行い、それぞれの国の需要に即

した商品生産を心掛けています。 

 
 
 
 

ブレオー(フランス)のファームペンション 

 
１ 有機栽培農家の販売戦略 

 例えば、オランダでは毎週５ユーロ程度

を支出して花を買ったり、誕生日に歳の数

と同数のバラを贈ったりする習慣があるこ

とから、オランダ国内向けの場合は家庭で

の普段の利用を想定し、廉価で品質が高く

２週間程度日持ちするものが中心となって

います。 

 小麦やライ麦、エン麦など穀物を主体に

３００ha の有機栽培に取り組む農家では、

主力の小麦全てを最寄りの製粉所と製パン

業者に加工を委託、自らオーガニックパン

として有利販売しています。現在、有機農

産物の販売価格は生鮮食料品で３割増、加

工品で約２倍ですが、近年の豊作と不況か 
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 市場内には、各種サービス業者も含め 

１,２００社、１万２,０００人が働き、年

間総売上額は７１億５,０００万ユーロに

達します。 

 なお、この農家では、生産したバラ切花

とバラなどの花を組み合わせ自家製作した

ブーケ全てを直売していますが、品質の高

さとセンスの良さなどから消費者や輸出業

者に好評を博しています。  この市場の特徴は、競りは行わず買付人

登録のある小売業者、レストランや給食関

係者等と原則相対での取引が行われ、世界

各国から集まる商品の種類の豊富さと品質

の良さが、さらに買付人の選択肢を著しく

広げていることにあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

シンゲル花市(アムステルダム)    
３ 合理農業と共通農業政策  
 小麦、大麦、トウモロコシ、油糧用ヒマ

ワリ、油糧用ナタネなど、穀物生産３００

ha の合理農業を実践している農家を視察

しました。 

 
 

ランジス中央卸売市場(フランス) 

 
研修を振り返って  この合理農業には水質や廃棄物リサイク

ルなど多くの要件がありますが、特に施肥

について窒素分がヘクタール当たり１７０

kg 以下と厳しい条件が課せられています。 

 今回の派遣研修では、比較的少人数であ

ったことも奏功して、短い研修期間中の初

めての出会いとは思えないほど、研修生同

士の交流が深まりました。研修生の皆さん

には、この新たな交流の輪を大切にして、

年を経るごとに更に広範な交流に発展させ

て欲しいと願っています。 

 このような施肥を広大な圃場全般に過不

足なく実施するため、この農家では民間の

リモートセンシングサービスを利用してバ

イオマス量をマッピングし、ＧＰＳ搭載ト

ラクターで自動施肥を実施しています。こ

れは近年、フランスやドイツで導入が増え

ている精密農業の一つで、施肥量の削減と

硝酸塩蓄積を回避でき、環境配慮型農業の

実践にも有効な手法です。 

 また、研修先で学んだことはもちろんの

こと各地で直接見聞した歴史や文化なども、

今後の経営展開や物事の見方を広げるのに

大いに役立つことと思います。１０日間の

研修は終わりましたが、研修期間中に得た

ものを糧として、研修生の皆さんが力を合

わせ、力強い明日の埼玉農業を築かれるこ

とを心から期待いたします。 

 合理農業は販売価格面での有利性はあり

ませんが、ＥＵ共通農業政策の助成（ヘク

タール当たり３００ユーロ）対象となり、

穀物農家にとって現状では不可欠の手法と

なっています。 
 最後に、研修生全員が事故もなく予定の

研修を全て終了し、揃って無事に帰国する

ことができました。これも、研修期間中い

ろいろな点でサポートいただいた関係者の

皆さんのおかげと改めて感謝申しあげ、筆

を置きます。 

 
４ ランジス中央卸売市場 

 世界最大規模の青果を始め、肉類、魚介

類、乳製品、切花・植木及び総合食品の６

部門から構成される総合卸売市場で、その

流通規模から国際市場の異名があります。 
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ある 

農業青年海外派遣研修を終えて 
 

 
 

                       副団長  内田 芳二 
 
 
はじめに 店し、さすが花の国ならでの見本市である

と思いました。 第３０回埼玉県農業青年海外派遣研修に、

役員３名及び県内の各市町から推薦された

１２名の農業青年の総勢１５名でＥＵの中

でも特に農業大国のオランダ、ベルギー、

フランスの農業事情を視察してきました。 

生産物農薬会社コパート社については、

「生物農薬天敵農法」を日本に積極的に紹

介しています。天敵農法は化学農薬の使用

の軽減や抵抗性の出た害虫にも有効で環境

に優しく、消費者が望んでいる安全で安心

な農産物の生産に繋がる農法です。日本農

業の将来を考えると、この農法は普及促進

がもっと必要であると強く感じました。 

視察地は、ＥＵ圏の農業共通政策の下に

世界農業の先端を行き、確立された農業経

営を行い、特に環境保全対策農業を重視し、

先進的農業を行っている地域です。 
ＥＵ圏の農業政策について視察を行い、

日本の農業政策の参考にしていきたいと思

い研修に望みました。視察を通じて、印象

に残りました内容を報告いたします。 

コパート社のシステムを導入しているト

マト栽培農家は、６ha のガラス温室で天

敵農法と環境保全対策農業を行っていまし

た。この農場は、徹底した管理の元で環境

保全に重視しながらトマトを生産し、消費

者に安全で安心な農産物を提供しています。

その様子は、トマト生産工場そのものでし

た。 

 
１ オランダ 

アールスメール花き卸売市場では、世界

の花取引の４割を取り扱う世界一の花き市

場で、花の価格はこの市場で決まると言わ

れています。市場の規模の大きさ、設備、

物流体制、取引された花が、世界の国々に

その日のうちに空輸で輸出されている物流

体制や市場内には研究所が併設され、新種

の花は、ここで日持ち検査等を行い、合格

した花のみが登録されて取引されているこ

とが印象強く残りました。 

この経営方法を、すぐに日本の農業に取

り入れるのには難問ですが、一歩でも近づ

ければよいと感じました。 
 
 
 
 
 
 

花き生産農家は、環境に優しい有機農法

を取り入れて効率的にバラを生産し、安全

で安心な花を固定客等に直売し、さらに観

光農園を併設し、多角経営で消費拡大を行

っているところに感銘を受けました。 

 
 
 
 
 
 シンゲル花市を視察して、ヨーロッパの

国々、特にオランダの人は、花を家庭でベ

ランダや室内に日常的に飾り、花を楽しみ、

花に対する日本との生活習慣や考え方の違

いを見聞しました。 

 
広大なトマトハウス 

 
２ ベルギー 

ベルギーでは、農産物･加工食品等販売

施設のカルフール・デルヘーズスーパーマ

ーケットの２店舗を視察しました。売上世

園芸見本市では、世界から７２５社が出 
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に感銘しました。 界第２位のカルフールスーパーマーケット

は、フランスの企業で、ランジス中央卸売

市場から直送で、世界各国の色とりどりな

農産物や加工食品が店頭に並べられ、物流

体制がしっかりしていると感じました。 

常設市場では、各店に多種多様な野菜・

肉類・加工農産物及び海産物が並べてあり、

中には、ＡＢマークのみの食料品を取り扱

う店もありました。さすが食の大国である

なと感じました。  
３ フランス 卸売市場のランジス中央卸売市場では、

市場の面積・取扱量が世界一であり、市場

規模の大きさ、世界各国の農産物等が瞬時

に生産国から消費国に空輸されている現実

や多種多様な農産物が色鮮やかなケースに

入れられて取引されていることに驚かされ

ました。 

土地利用型農業では、国の合理的農業基

準のうち１０項目を満たして国から認証を

受けて３００ha の農地で穀物栽培を行っ

ていました。その審査基準は大変厳しく、

認証を受けている農業者は少ないとのこと

ですが、農場主の話では、認証は穀物販売

価格が有利になるのではなく、補助金の交

付が受けられることにより農業経営が成り

立つと説明があり、フランスでも農業経営

は厳しい状況であると感じさせられました。

また、この農場では、ＧＰＳを使用し最先

端技術の農業経営を行っているところにも

注目しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 

直売所併設型農業では、合理的農業の認

証を受けて、４５ha の農場で多種多様な

農産物を栽培し、生産された安全で安心な

生鮮野菜や加工食品を販売していました。

さらに観光農園や、パリ近郊で行われる朝

市にも出店して、消費拡大を行っている農

場経営の内容を勉強しました。 

 
 
 
 
 

カラフルな箱に入った野菜市場内 

 
おわりに 

有機栽培農家では、政府の有機農産物認

証制度（ＡＢマーク）を取得し、３００ha

の農地で穀物栽培を行っていました。栽培

は、農薬未使用で有機肥料は必要最小限に

抑え、家畜糞尿・緑肥・食物残渣・肉粉・

骨粉などの有機肥料で栽培し、さらに自然

界の有機物（ミミズ・天道虫など）も使用

して、有機栽培に徹していました。政府も

有機農法に力を入れているため、ＡＢマー

ク取得農家に対しては、手厚い保護政策で

支援を行っているところに対して、日本の

農業政策の違いを見聞し、日本でも有機栽

培に取り組んでいますが、有機肥料や自然

界にある有機物をもっと使用した農業を推

進する必要があると強く感じました。 

全体的にヨーロッパ農業を取り巻く情勢

は、日本と同じく大変厳しく、農業従事者

の減少、新規就農者の減少、就農者の高齢

化、さらに輸入農産物の増加による国内産

価格の低下を引き起こしていました。これ

らの要因により、農家経営を圧迫している

現実を見聞し、日本の農業が生き残ってい

くのには、政府や農業者がもっと真剣にな

って、今後の日本農業のことを考えること

が重要であると改めて認識させられました。 
研修生の皆様には、今回の研修で得た貴

重な体験をいかして、これからの埼玉の農

業、さらには日本農業の発展のために頑張

っていただくことを期待します。 
最後に、今回の研修にご尽力いただきま

した関係者の皆様並びに研修団の皆様に心

より感謝を申し上げ、研修の報告とさせて

いただきます。 

食品加工施設併設農家では、家畜の餌に

対して配合飼料を使用しないで牧草を与え

て生乳を生産し、自家で加工食品を製造し 
安全な農産物を消費者に供給している農業 

ありがとうございました。 
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海外派遣研修を終えて 
 
 

 
事務局長   田村  達弥 

 
  
はじめに フランスも日本と同様、離農する農

家が多く、離農者から農地を借り入れ

て経営規模が拡大していくケースが多

いらしく、最近では自作率が低下して

いるとのことでした。 

 今回の研修に事務局長として参加さ

せていただくに当たりまして、研修旅

行が楽しく円滑に進むように、研修生

たちに少しでも多くのものを持ち帰っ

てもらえればと思い、そして、自分も

皆と一緒にフランス、オランダの農業

を見ることを楽しみにしていました。  

農地の売買や貸借を行うに当たって

は、仲介する公的機関が各地域にあり、

通常、貸借期間は１８年(期間満了後

の再契約は９年単位での契約)で契約

をしているとのことです。賃借料(土

地等固定資産に対する税金込み)は 

１ha 当たり年間約１２０ユーロ(日本

円で１７,０００円くらい)。農地の

買い入れ希望者には年齢や経営規模に

より優先権があるとのことでした。 

また、２年前、当事業の担当者とし

て業務を行っておりましたので、実際

に現地に行かせていただくことについ

ても大変興味がありました。  
 視察時は、熱心に説明を聴き、質問

をするなど、皆、積極的に研修に参加

し、ヨーロッパの歴史や文化に触れる

ことができ、充実した１０日間を過ご

すことができたと思います。  
経営形態は家族経営が中心で、経営

状況は、営業的には赤字の農家でも国

から所得と同じくらいの助成金が支払

われているため、経営を続けることが

できているとのことでした。２０１３

年から制度が改正され、穀物農家の助

成金は現在の半分くらいになるようで、

助成金を引き続き受け取るには多くの

条件をクリアしなければならないとの

ことでした。牛乳に関しては、現在の

生産枠が２０１５年までに撤廃され、

助成金は支払われなくなるそうです。 

 今回の研修を通じて、オランダやフ

ランスの環境保全や有機栽培に対する

関心の高さを実感することができ、農

業人口の減少、農業後継者、農家への

助成金等フランスと日本が同じような

課題を抱えていることがわかりました。  
 
１ フランスの農業 

（１）状況 

移動中、バスの車窓から見る景色は、

まるで、北海道の広大な畑作地帯の写

真を見ているようで、フランスは、   

３００ha くらいの経営規模の農家が

多く、今回視察した土地利用型農家と

有機栽培農家も共に約３００ha の経

営でした。  

また、今回視察をさせていただいた

農家は、皆、先代からの農業経営を引

き継いでいるという農家でしたが、農

業後継者に関する状況は日本と同じで、

前述のとおり農業人口が減少している

ため、３５歳以下の新規就農者には低
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利な融資を行う等の助成制度があるそ

うです。 

 

 

（２）有機農業 

環境保全、安全な農作物への関心が

高まっており、現在、様々な政策にお

いて反映されているようで、農協組織

も従来の農協とは別に有機農業を対象

とした農協があり、フランス政府は、

学校給食の２０％を有機で栽培された

農作物で賄うという方針だそうです。

他のＥＵ諸国にも有機栽培に積極的な

国があり、ＥＵにおいても有機栽培の

規格を定めていますが、フランスの規

格はＥＵの規格より厳しいものとなっ

ているようです。 

フランスの有機農法農家にて   

 

おわりに 

今回の研修団は、皆、事前研修から

帰国まで、いずれの場面においても、

時間に遅れることはなく、視察先にお

いても礼儀正しく視察研修を行い、け

がや病気もなく、全てがスムーズに進

行することができました。雰囲気も終

始和やかに楽しく笑いの絶えない研修

であったと思います。 

有機と一般のほ場との境界は、一定

以上の幅を設けなければならない、一

般栽培のほ場であっても風速が７ｍ以

上のときは薬剤散布をすることができ

ない等、栽培について法律により細か

い規制が設けられており、規則の遵守

について監視する機関があるとのこと

です。 

これから農業経営を担っていく若い

人たちが当研修に参加し、海外の農業

の現場に触れ、将来の自分の農業にお

けるヒントの一つを見ることができた

こと、同じ道をこころざす仲間ができ

たことは、今後の励みになることと思

います。 

フランス国内において、有機栽培の

農作物への需要は増しており、有機栽

培の認証を受けると特別な印を表示す

ることができ、市場流通においても有

機で栽培されたものは一般栽培のもの

より３割くらい高い価格で販売するこ

とができるそうです。最近では、週末、

パリから４０km 離れた有機栽培専門

の直売所まで農作物等を購入に出かけ

る家庭も増えているようです。 

私は、事務局長という立場でこの研

修に参加させていただきましたが、若

い皆さんと行動を共にさせていただき、

様々な点について、年齢を経た自分が

忘れてしまっていたこと等、研修以外

にも多くのことを学ばせていただきま

した。 ２００８、０９年は豊作でしたが、

世界的に経済状況が悪化しているため、

特に相場が下落したそうで、最近は、

このような側面からも、有利に販売で

きる有機栽培に対する農家の関心が高

まっているそうです。 

最後に、各関係者、関係機関の方々

の御尽力により当研修が実現し、研修

団全員の御協力により無事に帰国する

ことができましたことを感謝申し上げ

ます。 

21



 

ヨーロッパの農業研修を終えて 
 
押し 
 

１班 朝霞市 渡邉  聡  
おいう 
 
はじめに 
 私は就農して３年目、体験型農園と自宅の

直売所を中心に農業をしています。 
かねてより食料自給率の高いヨーロッパの

農業に興味を持っていたので、ヨーロッパと

日本の違いを直接肌で感じられるいい機会だ

と思い、今回の海外研修に参加させていただ

きました。 
 
１ オランダ 
 オランダの農業というと、チューリップを

代表とする花の生産とトマトなどの施設栽培

が盛んだと聞いていましたが、バスの車窓か

ら見える大きなハウスが何棟も並んでいる姿

は圧巻でした。ちなみにハウスの９５％はガ

ラスハウスとのことでした。 
 
（１）バラ生産農家 
ここでは、５,０００㎡の敷地に４棟のハ

ウスがあり年間を通してバラの生産を行って

いました。オランダでは日常的に花を飾る習

慣があり、安くて鮮度の良い花が大変人気が

あるそうで、直売所を併設し販売していまし

た。実際商品を見てみると鮮度がよく、値段

も大変安価でした。自分で生産するだけでは

足りないので知り合いの農家からも仕入れて

販売し、視察中もお客さんが途切れることな

く来店していました。宣伝などは行わず、

「口コミでお客さんはやってくる」という主

人の言葉がとても印象的でした。品質の良い

商品を生産することが一番の宣伝効果である

と感じました。 
 
（２）コパート社（生物農薬会社）  
益虫を使うことで害虫を減らし、受粉を行

うための虫の生産を行っていました。農薬散

布に頼らない天敵農法と呼ばれています。世

界６０か国に輸出し、１５か国に子会社を持

ち日本にも輸出しています。日本ではお茶の

研究をしています。また、提供する農家には

定期的に訪問し、相談や指導をしながら栽培

管理を行うなど、様々なサポート体制が整っ

ています。 
 
（３）天敵農法導入農家 
トマトを生産している農家でコパート社の

虫を使っていました。１棟が６,０００㎡も

あるガラスハウスの中では１２,０００株も

の苗でトマトを生産し、夏には５０人もの季

節労働者を雇用しています。日本ではお目に

かかれないような大きなハウスで、全てコン

ピューターを使って管理し、まさに生産工場

といった感じでした。苗はグラスウールに 

１２月１０日に定植し、３月１４日から収穫

を開始、１１月頃まで収穫が続きます。グラ

スウールは１年毎に交換し、メーカーが引き

取りに来てリサイクルしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

無数のトマト 
 
２ フランス 
 フランスは食料自給率が１２０％を超える

農業大国なので、補助金なども多く豊かな農

業者が多いのかと考えていましたが、日本と

同じように後継者不足は大きな問題であり、
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就業人口は年々減少し、どの国でも同じ悩み

でした。 
有機栽培というとコストが高いイメージで

いましたが、実際は化学肥料や化学農薬を使

わないことでコストが少なくすむそうです。

そのため、極力安価な有機質肥料を毎年探し

ていました。また、有機栽培は失敗した時の

調整がきかないため、仕事のタイミングが非

常に重要だと言っていました。 

国土が平らであり見渡す限りの田園風景は

日本にはないもので大規模農家が多く存在し

ていることが今回訪問してわかりました。 
 
（１）直売所併設型農家（ルグランさん） 
ここでは４５ha の農地に果樹１０ha、野

菜５ha、ジャガイモ１ha、穀物２９ha など

を栽培していました。１年中販売ができるよ

う数多くの野菜・果樹を栽培し、日本では見

られない野菜や果物も多く、ヨーロッパの食

文化の豊かさを感じました。果樹はジャムや

ジュースなどに加工し、ジャムの種類は１０

種類程度あり、棚には多くの加工品が並べら

れていました。ハム、チーズやパンなどの加

工品も仕入れ全ての食品が揃うかのような品

揃えでした。 

収量は普通農業の半分ほどでしたが、買取

額が倍以上、補助金も多く、コストが少ない

分普通農業よりも利益がでるとのことでした。

ちなみに補助金は１ha で３００ユーロ、収

入の半分は補助金によるものでした。ただそ

の補助金も今後どのようになっていくのかは

不明な点が多いので、不安はつきないと言っ

ていました。 

 

最後に 

１０日間の海外研修で日本とヨーロッパの

違いを実際に肌で感じることができて本当に

よかったです。 

また、フランスでは朝市が日常的に開催さ

れ、週に４回はパリで行われている朝市に参

加しています。 ヨーロッパでは日本よりも環境に配慮した

農業が多く行われ、それに対する国民の評価

も高くあるように感じました。スーパーでは

必ず有機栽培野菜のコーナーがあるのを見か

けました。さらに朝市が頻繁に開催され、農

家と市民が接する機会も多いと感じました。

日本でも直売所などが多くのメディアでとり

あげられるようになってきましたが、これか

らも農家のことをもっと知ってもらう必要性

があるのではないかと思います。 

 今回この海外研修の場を設けてくださった

関係機関の方々、１０日間一緒に旅をするこ

とになった団役員の方々、研修性のみんなに

とても感謝しています。 

たくさんのジャム 
 
（２）シャンブラン農場 

ありがとうございました。 穀物の有機栽培を行っていました。敷地内

にある建物は１４７３年頃に建てられたかつ

て修道女が住んでいた屋敷で、日本とヨーロ

ッパの歴史の違いを感じました。 

 

現在は約３００ha の農地に有機栽培で

様々な穀物を輪作しています。１番大きなト

ラクターは３００馬力で１日３０ha 以上の

面積を耕耘できるとのことでした。取引先は

カルフールに８０％、幼稚園などの給食用に

２０％ですが、年々給食用の割合が増えてい

そうです。国が給食の２０％を有機栽培で賄

うという政策を行っているためと思われます。 
農家民宿の夜明け 
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海外派遣研修を通じて 
 
 
 

１班 所沢市 落 合  美 樹 泰  
 
 

 
 

はじめに （２）生産物農薬会社(Koppert BV) 
 私の家では、カブなどの露地野菜を栽培

しています。私は就農して今年で３年目、

以前は東京農業大学のオホーツクキャンパ

スで土壌や品種について学んでいました。

日本における大規模食糧生産地である道東

の網走市は、欧州の農業形態に近いと言わ

れていますが、実際に欧州に行ったことの

ない私は、この海外派遣研修を知り、農業

先進国のフランス等と日本との違いがどこ

にあるのかを知りたく、迷わず参加するこ

とを決めました。 

コパート社は、世界６０か国内で３０種

類にも及ぶ天敵を生産・販売している世界

有数の生物農薬会社です。天敵を使うこと

により農薬からの脱却を図り、生産者に優

しい農業を提供しています。私たちは、ラ

ボの中でスロバキア産のマルハナバチをパ

ッケージする作業を見学させてもらいまし

た。パッケージする部屋の内部は、蜂の視

覚を奪い飛び立つのを防ぐため、赤色の照

明が点いていました。 
 

 （３）ＳＯＬＹＣＯ 
１ オランダ  ここは実際にコパート社の天敵を導入し

ているトマト農家で２週間に１回コパート

社からアドバイザーが訪れるそうです。１

棟で６ha もの広大なガラス温室で、  

Avengance 種というトマトを栽培していま

す。ここでは土の代わりに石綿を使い、水

や栄養素はドロップ式で与えていました。

残水は一箇所に集めコンピューターで足り

なくなったときに自動的に供給するシステ

ムが導入されていました。さらに温室施設

の地下には６,０００m³もの巨大なタンク

があり、必要な水は１００％雨水を利用し、

さらに施設に使う電力も自家発電で賄って

いました。 

（１）アールスメール花き卸売市場 
オランダは世界の花き市場の６割強を占

めていて、「世界の花の価格はアールスメ

ールで決まる」という話があるほどです。

ここでは、最新の遠隔競売システムが導入

され、１,０００社の輸出業者や卸売業者

によって購入された花や植物のうち、約８

５％が、２４時間以内に輸出されるそうで

す。さらにテストセンターが併設され、日

持ち性や温度などの最適流通条件、切花処

理薬剤試験等の各種試験が行われています。 
 

 

 
 

 
  

  
  
  
  
  
 色鮮やかな…なんなのでしょう！！？ 
  
 アールスメール花き卸売市場は２００８年

FloraHolland 社の傘下に入り、全体で年

間約４０億ユーロもの売り上げがあります。 

 

コパート社製マルハナバチ 
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（２）ランジス中央卸売市場 ２ ベルギー 

 ベルギーではＤｅｌＨａｉｚｅと  パリ郊外のランジス市にあるランジス中

央卸売市場は、ひとつの町という感じでし

た。総敷地面積は６００ha（うち施設の面

積は２３２ha）という広大な敷地を持つこ

の市場は、青果や乳製品、花などを扱う６

つの部門に分かれ、１万３千人が働き、年

間売り上げ７１億５千万ユーロとまさに世

界最大の総合市場です。この市場は卸売専

門で消費者には販売していません。そもそ

も、一般人は入場できません。そこでは、

日本ではまず見ることがでない巨大なチー

ズや、珍しい果物、クリスマス用の飾り付

けグッズ等も見ることができ、ガイドさん

のはからいで、通常入れないストック場に

も入れてもらいました。 

Ｃａｒｒｅｆｏｕｒという２つの大型スー

パーを視察しました。前者はベルギー最大

の小売店で、ベルギーの他、米国、東南ア

ジアにも展開しています。後者は、フラン

ス及び欧州最大の小売店で、世界第２位の

巨大企業です。 
 私はカブを生産しているので、これら２

店舗で真っ先に探したものは当然ながらカ

ブでした。日本のものとは違い、多少のキ

ズや形など外見にはこだわらないようです。

陳列してある商品の規格も、日本と違い統

一されてはいませんでした。何より葉部が

有りませんでした。 
後日視察したフランスの直売所もそうで

したが、欧州では日本と違い野菜の量り売

りが結構ありました。 
 

 
  
  
  
 

  
  
  
  

  

 是非食べてみたかった巨大チーズ 

 カブの陳列 Carrefour にて 

 まとめ 

３ フランス  この研修を通じて思ったことがあります。

ヨーロッパの真似はできないということで

す。日本には日本にやり方があります。し

かし、現地農業者との交流会において、Ｆ

ＮＳＥＡという農業者の代表会があり政府

に対して現場の声を伝える機関があること

を知りました。このように、形だけでない

『農家による農家のための組織』が日本に

も必要だと思います。私は研修を通じて、

農家同士の横の繋がりをもっと広げていく

べきだと強く感じました。 

（１）土地利用型農業＆有機栽培農家 
２軒の農家の方に話を聞ききました。ベ

ガンさんの農場では合理化農業の認証を取

得し、ピエールさんの農場では有機栽培の

証ＡＢマークを取得しています。特に、オ

ーガニック製品は慣行製品と比べると３～

５割高く売れるそうです。どちらの農家で

も言えることですが、環境保全に対しての

考えは相当のものがあると感じました。ベ

ガンさんの農場では人工衛星を使い農地の

バイオマスを計測し、ＧＰＳを搭載したト

ラクタで肥料の量を自動的に調整するシス

テムを導入することで、無駄な出費や過剰

な硝酸態窒素の施肥量を抑えていました。 

最後に、この研修を支援してくださった

関係機関の皆様、団役員の方々、現地ガイ

ドの皆様、そして、こんな私たちに最後ま

で付き合ってくれたチーズが大好きな添乗

員さん、本当にありがとうございました。 フランスはＥＵの中でもとりわけ有機農

法の規定が厳しいですが、日本と違い有機

専用の販路が確立されているようです。 
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「Think Global,Act Local」 
 
 

２班 日高市 堀口 豊  
 
 
 

しかし、オランダでは花産業は巨大なビジ

ネスで、家庭用消費だけでなく、贈り物とし

ても花が多く使われるので、花の消費が成熟

していると言え、「花のある生活」が当たり

前となっていました。 

はじめに 

 私は、２００８年４月に家業を継ぎ、就農

２年目になります。知識、経験ともに浅いの

で、ヨーロッパと日本の農業や文化の違いを

実際に見て感じてみたいと思い、この研修に

参加しました。  

（２）アールスメール花き卸売市場  特にわが家は、花き鉢物や花壇苗生産を中

心とした自家経営のため、花き栽培の本場で

あるオランダの栽培や流通を直接見てみたい

と思いました。 

 とにかく建物の中が広く、花き市場として

は面積、取扱量ともに世界最大級！！！ 

 セリの方式は、日本と同じでしたが、驚い

たのはセリに見本品が流れていないことでし

た。その理由を聞いたところ、画面に出る写

真、生産者名、植物状態等の情報をもとに買

参人は買っていました。これは厳しい検査で

良い品物しか扱っていないからできることで、

これによりセリの時間も短縮されていました。 

 
１ オランダ 

（１）都市景観や自然風景について 

 オランダの空港に着いて数分、ヨーロッ

パ農業の規模は日本とはまるで別次元だと

実感しました。とにかく気の遠くなるよう

な広大な大地がきれいに区画整理され、地

平線が見えるほどに広り、ガラス温室は、

１棟が数十連棟、スケールの大きさに驚愕

しました。 

日持ち検査室も見学しましたが、花や葉の

大きさ・色・形、生産者から消費者へ届くま

での環境を想定しての検査など多くの項目を

チェックしていました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 また、切花の配送方法は日本と異なり、切

花用のバケツに入れられ、縦の状態で輸送し

ていました。見た目も華やかで、何より日本

のように大量のダンボールのゴミも出ない工

夫がされていました。 
 

（３）花き生産農家(Tropisch Rosenland) 

 ハウス内で切花用のバラを生産している農

家を視察しました。大きな面積ではありませ

んでしたが、流行に合わせて栽培品種を変え

ていくなど、少量ながらも売れるもの、質が

良いものを作ることを心がけていました。 

オランダの車窓から 

 

 都市の建物や民家はレンガ造りで、ベラン

ダ、窓辺や花壇などには、きれいな花が飾ら

れていました。まるで童話の世界でした。 

また、天敵による防虫やなるべく化学肥料

を使わないようにしていました。ヨーロッパ

では、野菜や穀物農家だけでなく、花農家も

環境保全型農業に取り組んでいました。 
花の消費状況にも大きな差があるように感

じました。日本の花市場は、その大半が冠婚

葬祭等の法人用で、個人向けは３割程度に過

ぎません。 

化学農薬を使わなければ、環境に良いだ

けでなく、働いている者にも良いと言って

いたのが印象的でした。ここは、農産物を
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一切市場には出荷していないので、業界での

知名度は低いですが、日持ちする高品質の花

を直売という形で安く提供しているので、口

コミで多数のお客さんが来てくれるそうです。

そのための宣伝活動は一切行っていないとの

ことでした。 

取扱量の多さにも驚きました。ここで一番印

象に残ったことは、出荷形態が美しいという

ことです。品質というよりも、箱への並べ方

や彩りの良さなどで、市場だというのにこの

美しさは、さすがフランスと思いました。 

 

 ここの経営がわが家に一番近く、かなり参

考になりました。量が作れない場合は、売れ

る品種を見極めて育成し、日持ちなどの質も

高め、直売で安く消費者に提供することが、

今後の私の経営目標になりそうです。 

まとめ 

 今回の研修で、環境保全型農業や大規模農

業の良し悪しを直接見聞きすることができま

した。さらに、視察先の各農場主も世界を相

手にグローバルな考えを持っていました。 

 

現在日本の農業分野では、生産技術など情

報面での輸出入が行われています。今後は、

日本でも農産物自体の国際流通がより活発に

なっていくと思われます。その時に日本の農

業の素晴らしさを世界にアピールできるよう、

我々青年農業者たちが積極的に行動していく

べきです。他分野の方や子供が憧れ、自分た

ちが楽しくやりがいがあり、そして稼げる農

業を目指して…。 
 バラ農家マテインさんの直売所にて 

 おわりに 
２ フランス  研修を終えるにあたり、機会を与えて下さ

った各関係機関の皆様、団役員の方々、研修

中大変お世話になった添乗員の恭子さん、埼

玉農業の明日を担う研修生のみんな、そして

参加することを了承してくれた両親に、厚く

御礼申し上げます。 

（１）有機栽培農家(Feume du Pierre) 

この農家は約３００ha の耕地で、小麦、

そば、豆類等を有機栽培していました。有機

栽培の利点は、化学肥料も化学農薬も使わな

いので、生産コストが抑えられ、生産物の販

売価格が高いことです。その一方で、従来の

慣行農法に比べ収量は落ちます。 
 特に研修生のみんな！同じ農業の仲間とし

て共に過ごした日々は、あっという間に過ぎ

ていき、なにげない会話の中からも、ヨーロ

ッパ農業と日本の農業との違いについて、学

ぶことがたくさんありました。みんなと知り

合えて、本当に嬉しく思います。 

 また、フランスに限らずヨーロッパの多く

の農家は政府からの助成金に頼っているのが

現状だということを知りました。 

 

（２）ランジス中央卸売市場(Rungis Market) 

 

 ここは、青果物や肉の市場として、面積も

取扱量も世界一の市場です。この市場はパリ

の胃袋と国際卸問屋の２つの顔を持っていま

す。 

 出会えて良かった！ありがトゥー！！ 

ランジス市場を彩る宝石箱 
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ヨーロッパの考え方 

 
 

２班 鳩山町 安住 梨奈  
 

  
はじめに 諦めるのではなく、何かいい方法を考えてい

ました。  現在、私は小川町で有機農業の研修を受け

ており、来年から祖父の畑を借りて新規就農

を目指しています。 

市場に持っていけば業者に名前は売れるが、

実際の消費者には伝わらりません。この農場

では市場に出していないので名前は売れない

し、スーパーでは安いものには勝てませんが、

質の良さを追求している、という話を聞いて

花づくりにプライドを持って取り組んでいる

ことが、とても素敵だと思いました。 

 今回の海外研修の話をいただき、自分の価

値観や考え方を広げるチャンスと思い、参加

させていただきました。 
 
１ オランダ 

  オランダでは、花き生産農家の視察が印象

的でした。 ２ ベルギー 

市場に卸すほど大きな所ではないので、直

売やグリーンツーリズムなどを取り入れて工

夫をして活動していました。 

 ベルギーでは、２か所のスーパーの視察を

しました。２か所ともｂｉｏマークの野菜が

ありました。特に２か所目のスーパーは、野

菜売り場の３分の１がｂｉｏコーナーでした。 オランダの国土は海面より４ｍ低く、水を

汲み上げて作った土地だそうです。オランダ

は盆地のためあまり風がなく、夏もさほど暑

くならないので、昔はイチゴを栽培していま

したが、イチゴのオフシーズンに花を始める

ようになり、今では花の生産地として有名に

なったそうです。 

値段はやはり２倍近くしていました。フルー

ツや加工品もｂｉｏのものが結構ありました。 
２～３種類のレタスがひとつになってパッ

キングされ販売しているものや、５種類くら

いの野菜がセットになっていたり、日本では

あまり見ない販売方法でした。 
視察した花き生産農家では、市販のココナ

ッツ培土の袋に穴をあけ、バラの苗木を直接

植え付けて栽培していました。政府の要請で、

袋に入れたまま使うことにより、汚水などが

外に流れない等の環境に配慮した栽培をして

いました。環境問題への取り組みを、国がし

っかりサポートしていました。使い終わった

ココナッツ土壌は、ほかの業者がコンポスト

にいれ、再利用しているそうです。 

ジャガイモが主食？なだけあって、どのス

ーパーでも色々な品種のジャガイモが陳列さ

れていました。ハーブ類が苗で売っていたこ

ととカット野菜の種類の多さに驚きました。 
 

また、この生産者では天敵を活用した栽培

を行っているため、農薬は年に１～２回しか

使用しないで済むそうです。 
ここで一番心に残ったことは、売れなかっ

た品種は次回から作付けしないのではなく、

市場調査などを行いどうすれば売れるように

なるかを常に考えているということでした。 
自分が良いと思って選んだものだから、すぐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

カット野菜だらけ… 
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３ フランス まとめ 

 今研修で私の一番視察したかったのが、直

売所併設農家でした。 

 

 ヨーロッパでは、全体的に環境に配慮し

た農業を行い、生産者は意識して減農薬で

作物を栽培し、その活動を国からの助成金

によって支えていました。このシステムは

農家、消費者、環境にも良いことだと思い

ました。今研修中、至る所で環境問題に対

する意識レベルの高さを感じました。使い

終わった土や作物はコンポストにして再利

用していたり、資材袋もリサイクルに回し

ていました。スーパーなどでは、基本的に

レジ袋は使用せず、そのままかもしくはエ

コバックで持ち帰る人がほとんどでした。

貰ったビニル袋には生分解製品があり、土

に返るものもありました！ 

１９８０年から始めて、現在は４５ha の

土地を、季節にもよりますが、４～５人で栽

培及び管理をしているそうです。 

果実１０ha、野菜５ha、ジャガイモ  

１ha、ベリー類１ha、穀物類２８ha を合理

農業で栽培しているそうです。 

合理農業とは、持続可能な農業を実現する

ために、農業生産の全課程において、いかに

環境に不可をかけていないかを国が認証する

もので、トレーサビリティの実施、生物多様

性の維持、衛生管理、施肥管理、労働者の安

全等９８項目の基準があり、９５項目以上合

格しないと合理農業の認証はもらえません。 また、街中の各所に貸し自転車屋があり、

どこの場所にでも返却できるシステムにな

っているそうでライフスタイルの中でエコ

が浸透している様子が伺えました。 

現在、認証を取得しているのは国内でたっ

た３,０００件ということなので非常に厳し

い認証となっています。この認定期間は５年

間で、その都度申請します。  まだ日本では、エコに対して意識して活

動している感覚がありますが、ヨーロッパ

では普通の感覚で日常生活のあらゆるとこ

ろでエコの活動が取り入れられ、意識の高

さが見受けられました。 

しかし合理農業で生産した収穫物をスーパ

ーや市場等に出荷しても、価格の差別化はな

いので、お金をかけて合理農業の認証を受け

ても、現在は特に利点はないそうですが、朝

市などの直売では付加価値があるので高い価

格で販売ができるそうです。 
 私は、初めてのヨーロッパに行き、本当

に良い経験ができました。 
 次の視察先の直売所では、自分の所で作っ

たジュース、ジャムやポタージュ等の加工品

も売っていました。その他にも、ハム、チー

ズ、コーヒー、パスタ等、仕入れたものも陳

列することで、この直売所である程度のもの

が揃うように工夫されていました。さらに、

この直売所のほかに週に４回は、朝市にも出

店しています。出品している販売物の中では、

最近はカット野菜に人気があるそうです。 

また、一緒に研修した方々と多く会話を

し、多くのことを学びました。 
今回の研修での素晴らしい物や人との出

会いを、大切にしていきたいと思います。 
最後に、この研修を支援していただきま

した関係機関の皆様に御礼申し上げます。 
本当にありがとうございました。 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
陳列されていた洋梨 すべてが可愛かった！ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ヨーロッパ最高でしたっ★ 
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オランダ・フランスの農業“環境” 
 
 

１班 上里町 馬場 康尋  
 
 
  
はじめに 栽培には、両施設ともに培土を利用した養液

栽培で、施設内の環境をコンピューターで制

御していました。園芸見本市では様々な培土

が展示されていたことからもオランダの施設

園芸においては一般的な資材であり、花き農

家ではココヤシを原料にした培土、トマト農

家ではロックウールと農家により使い分けら

れていました｡使用済みの培土や植物残渣は

業者により回収されコンポストや建材にリサ

イクルされるシステムが整っていました。オ

ランダの施設栽培では培土・養液による栽培

が一般的でしたが、これはオランダでは土地

が海面より低く地下水位が高いため土耕栽培

では水分管理などが困難であるという栽培環

境が、この栽培方法を発展させ施設栽培を容

易にしてきたようです。また、使用済み養液

は回収した後 、不足する養分を補いながら

循環させ、施設環境外への養分流出を防ぎ環

境負荷の軽減にも寄与していました。コンピ

ューターによる養液の分析や施設内の環境管

理は、データに基づく栽培管理法という印象

を受け、この方法は、経験のみに頼る管理に

比べ、資材の効率化や生産体制の合理化が図

られていると感じました。 

 第３０回海外研修に参加させていただき関

係者の皆様に感謝申し上げます。 
 私は今年の４月に就農したばかりですが、

以前より興味を持っていた海外の農業を知る

良い機会だと思い参加しました。この研修で

は環境をキーワードにＥＵの農業について学

び、本報告書では特に興味深かったオランダ

とフランスの農業者の取組みについて取り上

げます。 
 

１ オランダの施設園芸 

 施設によるバラ栽培を主とする花き農家は

小規模経営ではありましたが、生産物は直売

し、さらに、フラワーアレンジメント教室や

レストラン経営と多角経営を展開していまし

た。オランダでは日常的にバラが飾られ、消

費者は安くて品質のよい品物を求めるので、

市場に出回っている生産物が１週間程度の

「持ち」に対して、生産者は３週間「持つ」

高品質で流行やニーズに合ったバラ生産を目

指していました。品質の高さは口コミで広り

消費者の好評を得ているとのことでした。 

 一方、天敵農法を導入しているトマト栽培

農家は、１棟６ha(200ｍ×300m)におよぶ施

設で栽培していました。作型は前年の１２月

に苗を定植し、翌年の３月から１１月の中旬

までの収穫で７０ｔ／１０ａの収量を目標に

していました。この収量は、日本の平均収量

の２倍の収量です。トマトの市場では品種名

で売ることはできず、安い品物が好まれるた

め、今シーズンは収量重視の品種に変更し、

昨年の食味重視の品種に比べ約６ｔ／１０ａ

の収量アップとなり、この収量の差は収入に

大きく影響するとのことでした。さらに、

Koppert社と連携し、天敵とマルハナバチを

利用した減農薬栽培に成功していました。 

 また、天敵の導入は施設イチゴ栽培を行っ

ている私にとって非常に興味深かいものでし

た。しかし、利用には天敵や害虫の生態の理

解、栽培環境の把握、経験、天敵会社のアド

バイザーとの連携など、長期的なビジョンを

持って取り組む必要があり、高温・多湿な日

本の施設園芸への応用は容易ではないと感じ、

今後は、試験的に利用し、効果や管理法を研

究しながら導入を考えていきたいと思います｡ 
 
２ フランスの合理農業と有機農業 

 合理農業と有機農業で豆類と麦類を輪作す

る穀物栽培農家の栽培面積は、それぞれ３０

０ha、主要作物の小麦の収量は、合理農業で どちらの施設も規模の違いはありましたが、 
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は８００kg／１０ａ、有機栽培では５００

kg/１０ａと大規模経営でした。しかし、穀

物農家は１５０ha以上の栽培で利益がやっ

と出ることや助成金あっての経営であると聞

き非常に厳しい環境にありました。 

 合理農業とは、農業生産全過程において、

環境、食品安全、農業労働者の健康と安全お

よび動物福祉に配慮した生産技術と生産方法

を用い、環境を重視した持続可能な農業を実

践することです。①トレーサビリティの実施、

②生物多様性の維持と貢献、③農場環境の保

全、④栽培作物の保護、⑤衛生管理、⑥施肥

管理、⑦水質保全、⑧廃棄物のリサイクル等

９８項目のうち９５項目をクリアする必要が

あるという非常に厳しい認証で、視察先の農

場では認証に１０年を要していました｡認証

は５年ごとに再審査され期間中でも抜き打ち

の検査があり、フランスの４０万軒の農家の

うち３,０００軒の農家が認証されているだ

けでした。厳しい審査がある一方で、認証を

受けても特別なロゴや農産物の価格への反映

がないなど他の農法との差別化が十分にされ

ていないという課題もありました。 

 

 一方、有機栽培農家の取組みは、化学肥料

や化学合成農薬を使用せず豆類と麦類を輪作

していました。フランスでは、耕地の５％を

有機栽培にすること

を目標にしているの

で、有機農産物には

ＡＢ(Agricu

Biologique)とい

ロゴがつけられ慣行

農法による農産物に

比べ高い価格で取引

されています。悪化

した経済の中で有機

栽培に関心を示す農

家が増えてきているとのことでした｡ 

 合理農業・有機農業を実

lture 

う

践する両農家が取

とめ 

修で初めて世界に出て、ヨーロッパ

おいしさを改め

て

を盛り上げていきたいと考えています。 

入れていたＧＰＳによる圃場の管理は興味深

く、日本でも取り上げられることもある精密

農業でした。特に合理農業農家ではバイオマ

ス(多・中・少)を把握し窒素施肥量を管理し、

バイオマスの少ない場所にのみ窒素施肥を行

っていました。これにより、窒素の過剰施肥

による環境汚染を厳しく規制するＥＵ圏にお

いて、環境保全の役割を果たし、コストの削

減、さらには肥料を輸入に頼るフランスで

は環境負荷物質の国内への持込み量の削減に

つながります。また、バイオマスの把握だけ

でなく広大な面積の圃場への播種や耕耘など

の正確な圃場管理にも貢献していました｡し

かしながら、バイオマスのみで窒素施肥を判

断しており現在進行形で研究が進められてい

る面もありました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ＧＰＳによるバイオマスマップ 

 日本との違いとして上げられるＥＵの環境

政策の一つである窒素施肥量の規制は、生産 
性が低い土壌への窒素施肥量をも規制し、さ

らに広大な面積への施肥コストという点が加

わり、日本では日常的に行われている生産性

の向上を目的とした“土づくり”がなかなか

取り組むことができないという交流会での話

は非常に印象的でした。 
 
ま

 この研

の農業や文化に触れることができ大変有意義

な経験になりました。農業は比較的狭い環境

での行動になってしまう印象を持っていまし

たが、世界を知ることで改めて日本農業を見

直し、広い視野を持って日本型の方法を考え

ていきたいと感じました。 
また、日本の野菜や果物の

有機農産物ロゴ 

感じることができました。ヨーロッパの中

でも農業大国のフランスでさえ農業を行うに

は厳しい現状をみて世界的にも厳しい農業と

いうことを体験しましたが、決して悲観する

つもりはありません｡日本では今、農業に興

味を持つ若者も増え、何よりこの海外研修に

は毎年若い農業者が参加しています。この海

外研修で知り合った仲間たちとは今後も交流

を続けお互いに刺激し合いながら、日本農業

31



 

研修を終えて 
 
 

２班 上里町 福田 保夫  
 

 
 
はじめに 次に花き生産農家に行きました。アムス

テルダムではバラの生産地であるとともに、

生活の中でバラを３０本送る習慣があるそ

うで、バラは市民の必需品となっています。

市民は毎週花を買い、テーブルに飾ったり、

部屋のコーディネイトとして使うため、安

価で良い品物でないと売れないそうです。 

 私は就農して３年目、仕事も徐々に慣れ

てきたところで、第３０回埼玉県農業青年

海外派遣研修の話を聞き、自分の見聞を広

げようと思い、今回参加させていただきま

した。ヨーロッパの農業形態、栽培方法な

どを実際に見て聞いて、１つでも多くのこ

とを取り入れたいと思い参加しました。 ガラス温室で閉鎖式な生産を行い、特に水、

光、温度、ＣＯ２、栄養に気を配りながら

生産していました。袋に入ったココナツ培

土に、直接苗を植えて使用していました。

さらに天敵を使用することで、薬剤散布が

年に１～２回に軽減されるそうです。 

 
１ オランダ 
 アールスメール花き卸売市場に行きまし

た。世界 大の花き卸売市場です。市場内

には、バラ用の冷蔵庫があり、バラは特別

扱いされていました。  
  市場内のセリの様子は、現物を見て判断

するのではなく、書類や画面を見て行いま

す。出品物はＡ品のみです。市場内にある

検査場で、合格した生産物のみが持ち込ま

れます。検査は、２０℃、湿度６０％の部

屋で行われます。検査内容は、色、形、大

きさや日持ち等で、結果はトラック等の輸

送の目安に使われます。セリ会場の入り口

には、新しい商品の説明が書かれ、展示さ

れていまいました。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

花の妖精！？ また、この市場に出荷できるのは、大量

に出荷できる農家だけだそうです。セリの

相場は、２０～３０セント、大きい物は１

ユーロだそうです。市場でブーケ等を作り、

付加価値を付けて出荷していました。 

 
 生物農薬開発会社のコパート社へ行きま

した。この会社は１９６７年に設立され、

世界各国に生物農薬を輸出していました。 
生物農薬である天敵を使うきっかけは、

創業者のコパートさんの体質が農薬に合わ

なかったためでした。その後、研究所を設

立し、現在では３０種類の益虫を世界に輸

出しています。６０か国に輸出し、１５か

国に子会社があり、各国合わせ６５０人も

の社員がいるそうです。つくば市にも「ア

リスタ」という研究所があり、日本の環境

に合った天敵を見つける研究もされていま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

セリ場内のカボチャ 
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天敵を使用した栽培のポイントは、害虫

を発生させる場所をつくらないこと、つま

り予防がとても重要であるそうです。  
天敵を使用した栽培は、農薬の使用回数

が減ることで、生産者だけではなく消費者

にも安全で、かつ環境に優しくなります。 

この栽培方法は持続的な農業に欠かせな

いものです。 
 
２ フランス 

 直売所併設農家では、果樹、野菜、穀類

等を生産し、収穫物をジャムやジュース等

に加工し販売していました。色とりどりの

野菜、果物が数十種類陳列していました。

販売されていた瓶や乾物商品には有機農産

物の証であるＡＢマークがついていました。 

さらに、週に４回、朝市が開催され、地元

の人が訪れてとても賑わっているそうで、

１５品種のリンゴが栽培され、リンゴ狩り

も楽しめるそうです。 

 栽培で使用するパイプハウスは、日本に

比べるとパイプは太く、間口が広く感じま

した。素材はＰＯが張られ、ボロボロにな

るまでは張替しないそうです。ここでも天

敵を使用した栽培方法で生産されていまし

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  とっても長いです・・・ 
 
 今年で４０周年となるランジス中央卸売

市場にも行きました。ここでの取引は、登

録している仲卸業者のみが参加ができます。

この市場は、施設面積２００ha、会社数 

１,２００社、従業員１８,０００人の巨大

な市場です。総取扱量は、１８０万ｔ、そ

のうちの６０％が青果物です。市場内に８

つの建物があり、魚市場、肉市場、乳製品、

総合食品市場、花市場、花に関連する製品

を扱っていました。病院、警察署、雑貨店、

本屋、喫茶店等も市場内にあります。 
青果の中には、数種類の果物を一つの箱

に梱包していたものもあり、日本では見な

いスタイルなので驚きました。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
まつぼっくまちゃん 

 
まとめ 
 今研修でヨーロッパの農家一軒当りの耕

作面積がとても広いことがわかりました。

そのため、農業機械が大型化し、少人数で

も作業が可能なのだと思いました。 
また、国が環境重視の政策を行い、それ

に応えるために、生産者一軒一軒が一生懸

命に取り組んでいる姿を見ることができま

した。 
研修に参加し感じたことは、これからの

農業を考えるうえで、天敵農法は必要なこ

とだと思い、農業を続けていける環境を整

えていかなければならないと思いました。 
 後に、この研修に参加できたことはと

てもよかったです。 
関係機関の皆様、有難うございました。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農家民宿サイコー！ 
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ヨーロッパの農業について 
 
 

             １班 熊谷市 田部井 一嘉       
 
 
 
はじめに ２ フランスでは 

 私は、熊谷市で酪農を営んでいます。 （１）食品加工施設併設農家 

 今回の第３０回埼玉県青年海外派遣研修

に参加させていただきオランダ、ベルギー、

フランスの農業を直に肌で感じてきました。 

 パリ近郊にある酪農家を視察しました。

この農家は、元々両親が穀物農家をやって

いましたが、１０年前から現経営者のリド

さんが酪農を始めたそうです。  実際に各国の農業に触れることで、この

先の農業経営に活かせるように、自分自身

が試行錯誤し取り組んで行くとともに、少

しでも多くを学べるようにこの海外研修に

参加しました。 

 農場の名前は「ポトレ」、農地の面積は

５５ha、乳牛が４５頭、子牛などを含める

と約１００頭の牛を飼育していました。牛

はモンベリアールという品種で茶色のホル

スタインを飼育していました。  

１ オランダについて  

（１）世界最大のアールスメール花き市場  

 この市場の総面積は８８,０００㎡の広

さもあり、世界最大ということもあり、桁

の違いを感じました。 

 

 

 

 このアールスメール花き市場では、①商  

品の貯蔵の仕方や保管方法等が厳格に管理  

され、商品管理がしっかりとしていた。  

②セリはコンピューターを使用して、競下  

げ方式で行われていた。  

この市場は、商品管理を徹底し、大勢の

バイヤーがコンピューターを活用してセリ

に参加し、質の良い新鮮な花を世界各国に

スピーディに出荷している様子を見ること

ができました。 

 
フランスの牛 

 

 この農場の日々の主な作業内容は、朝と

夜の１日２回の搾乳を行い、牛１頭あたり

２５リットルの牛乳を生産しています。飼

料はウマゴヤシ、干し草１ｔ、ビート    

１．５㎏をあたえていました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 牛はフリーストール内で飼育され、外と

施設内への行き来が出来るようになってい

て、牛からの糞は下に落ちて浄化される仕

組みになっていました。 
 牛の病気は乳房炎が１か月に１頭発症す

る程度で、抗生物質は使わないで治すと言

っていました。私の家では抗生物質を使い

病気を治しますが、抗生物質を使わないと

思っていなかったので大変驚きました。 
コンピューターによるセリの風景 
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  ランジス中央卸売市場は、世界各国のビ

ジネスで使用される様々な食物を取り扱っ

ていました。この市場は会員制となってい

るため、個人への販売は行っていません。

このため世界のニーズに対応するため、企

業や問屋のニーズにいかに的確に答えるか

が鍵となり、膨大な量の多種多様な収穫物

や加工製品を取り扱っていました。 

 

 

 

 

 

 

 

  そこで見たチーズや野菜は、日本で触れ

たことのない超巨大で多種類のチーズ、カ

ラフルで日本の収穫物とは容姿が異なる野

菜が梱包されていたのには大変驚きました。 

 
巨大なロールグラブ 

 

 乳牛から年間３１．５万リットルの牛乳を

出荷していました。そのうち３分の２が日

本で言う農協に出荷し、残りの３分の１が

食品加工に使われていました。元々自社に

加工施設があったため、その施設で生クリ

ーム、ヨーグルト、フレッシュチーズなど

の乳製品を生産し、販売もしていました。 

 
 
 
 
 
 
 

 実際に視察し、自分の家と比べると、牛

の種類、飼料なども違いとても参考になり

ました。その中で、搾乳機械は家で使用い

る機械とほとんど変りなかったことに少し

驚きました。 

 
 
 

多種類のチーズにビックリ 
 

まとめ  
 今回の海外研修に参加し、自分の全く知

らない分野を見て触れて、今後の家業を引

き継ぐうえで本当に勉強になりました。 

（２）ランジス中央卸売市場 

 ランジス中央卸売市場は今年で４０周年

を迎えます。この市場の運営は、ランジス

インターナショナルという物流会社で、施

設面積が２００ha、１,２００社の企業が

出店しています。市場全体で年間７１億 

 視察先に行く先々は全て新鮮で日本との

違いに衝撃を受けました。 
また、行動を共にした県内青年農業者と

楽しく過ごせ、仲間が増えたので本当に参

加して良かったと思います。 
５,４００ユーロもの売り上げがあるそう

です。全体の取扱量は１８０万トンで、う

ち青果が６０％を占めます。８つの建物の

分野があり、青果、魚、肉、乳製品、花な

どの市場に分かれて運営されています。 

 今回の経験を忘れず、これからの仕事に

活かせるよう頑張っていきたいと思います。 
最後に関係者の皆様に感謝申し上げます。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ヨーロッパのキュウリ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  エッフェル塔最高！！ 
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ヨーロッパ研修を終えて 
 
 

１班 深谷市 平井 香織  
 
 
 
はじめに 

 まずはこの度の第３０回埼玉県農業青年

海外派遣研修に参加させていただきありが

とうございました。私の家では植木の生産

および販売をしています。今回の研修では

植木に関しての視察はないとのことでした

が、自分の視野を広げるため、また地球温

暖化が叫ばれている今、ヨーロッパの環境

重視型の農業を直接見ることで日本でも活

かせることがあると思い参加しました。 
 
１ オランダ 

 オランダは今回の研修で訪れた３か国の

中で一番街並みがきれいで、まるでディズ

ニーシーの中にいるようでした。機上から

見た景色は、水路が張り巡らされたのどか

な田園風景が広がっていました。 
（１）アールスメール花き卸売市場 

 最初の視察先だったアールスメール花き

卸売市場は世界最大の花き市場で、あまり

の規模の大きさに圧倒されました。 

 現在はインターネットでもセリに参加で

きるため、市場に足を運ぶバイヤーが減少

しているそうです。セリをしているところ

を見学しましたが、確かにまばらにしか人

がいませんでした。 

セリが終了した荷は、市場内にある設備

に乗り市場の外にある各業者の事務所の倉

庫まで人手なしで運搬できるシステムにな

っていました。そこでは市場内に買った荷

をブーケ等に加工する場所があり、付加価

値をつけスピーディーに店頭に並べること

ができるようになっていました。無駄がな

く、合理的な方法に感心しました。 

 他の市場内では、試験場があり市場に出

荷される荷の品質検査が行われ、一定の水

準を満たしているかどうか調査していまし

た。品質が悪い場合は、生産者を呼び指導

することで、取り扱う荷の高い品質を保っ

ているそうです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

たくさんの花が並んだ試験場 
 
（２）生物農薬会社（コパート社） 

 キュウリ生産農家のコパート氏がハダニ

に悩まされ、薬剤を散布したところアレル

ギー反応を起こしてしまったことから、益

虫の研究が始まったそうです。 
 天敵農法は、安全な化学薬品との組み合

わせのバランスがとても重要で、そのバラ

ンスを維持し、いかに環境管理をコントロ

ールできるかでこの農法が確立できるかが

決まってしまうので、年間を通して綿密な

計画が必要となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天敵農法で育てたトマト！ 
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《天敵農法の流れ》  《ＧＰＳシステムの利点》 

Ｓｔｅｐ１ 予防 ・適所に投入するので肥料の無駄がなくな

る。  生産品が入ってくる前に土壌等から害虫

が発生する原因をあらかじめ取り除く。 ・経費削減になる。（肥料は輸入している

ので、外貨が出ていくのを防げる。） Ｓｔｅｐ２ スカウト（さがし出す） 

 生産品に害虫がいないかどうか調べる。

１つ１つ何が起こっているのか、どのくら

い虫がいるのかを検査する。最初の６か月

間は、毎週調べる必要がある。 

・過剰投入が防げるので、環境に優しい。 

 １～２月頃、衛星で農地の作物量をはか

り、その図面を見ながら、肥料の量を調節

して施肥を行うそうです。その手法により、

窒素肥料を使いすぎて余分な肥料が地下に

蓄積し水を汚染することを抑えることがで

るので、環境に優しい農業が行えます。 

Ｓｔｅｐ３ コントロール 

 生産品に何が必要なのか検査する。夏

（生産品の育成期間中）に何がどのくらい

発生しているのか調査する。１～２シーズ

ン使ってみてはじめて効果が現れてくるの

で、結果が出るまでには時間が必要である。 

しかし、ＧＰＳシステムを利用するには

１ha＝１１ユーロという高い経費がかかる

ため、国から水質保護の目的で補助金がで

ます。このＧＰＳシステムはとても合理的

ですが、作付け規模が違う日本での導入は

難しいと思いました。 

 このようなステップで天敵農法は行われ、

コパート社のアドバイザーが定期的に農場

を訪れて、今までのデータを参考に、現地

を視察してその農場の条件（場所・気候な

ど）に沿った助言を繰り返すことでこの農

法を確立していきます。 

 

おわりに 

 今回の研修を終えて貴重な経験をさせて

いただいたことに大変感謝しています。  コパート社のアドバイザーの話を聞き、

この農法の効果を発揮するためには、根気

強く、そして継続的に調査しデータを蓄積

することと、そこで働く労働者に対しても

教育が必要であると言っていました。 

まず、意欲的に農業に取り組む同年代の

人たちと出会えたこと、そしてヨーロッパ

での品質管理や環境対策など様々な取り組

みとシステムを直に見られたことです。 
 また、セーヌ川のクルージングやルーブ

ル美術館の見学、みんなで記念の人文字を

作ったりと充実した楽しい時間を過ごせた

ことを幸せに感じています。 

２ フランス 

（１）土地利用型農業 

 穀物農家ジェラール・ベガンさんは、兄

弟２人で３００ha という広大な農地のコ

ロンビエ（鳩小屋）農場をＧＰＳシステム

を導入し、効率的な作業で管理していまし

た。 

最後に、この機会を与えてくださった関

係者の方々、研修をサポートしてくれた添

乗員の保坂さんに心からお礼申し上げます。  

本当にありがとうございました。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農場の名前の由来『16 世紀の鳩小屋』 エッフェル塔をバックに！！ 
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ヨーロッパの農業で学んだこと 
 
 

２班 深谷市 柴崎 直樹  
 
 
 
はじめに ２ フランスについて 

 私は大学卒業後、一度都内の食品会社に

勤め、２００８年８月に実家の農業を継ぎ

新規就農しました。実家は主に深谷ネギと

キュウリを栽培しています。 

（１）ランジス中央卸売市場 

 パリから西へ７㎞、ヨーロッパ 大の市

場といわれるランジス中央卸売市場。今年

で４０周年を向かえ、年間の売り上げが 

７１億ユーロ、１,２００社の会社が入っ

ています。野菜、魚、肉、フルーツ、乳製

品等の生鮮品を取り扱っています。あまり

にもランジス市場が大きいため、自転車で

移動している人もいました。 

 今回の研修では、ヨーロッパの人達の農

業に対する想い、考え方、自分で作った野

菜をどのような流通で販売しているか知る

とともに、今後の自分にプラスになれるよ

うに研修への参加を決意致しました。 
  日本の野菜と比べてみると、キュウリは

イボがなく表面上が滑らかで太く、ネギは

白い部分が太く、緑の葉の部分が日本でい

うニラの葉のように、薄かったのが印象的

でした。とにかく太くて大きい！！規格が

あまり厳しくなく、大きさも品質もバラバ

ラでした。 

１ オランダについて 
 オランダでは花き生産農家を訪れました。 

 マテェインさん（３７歳）は市場への出

荷のみならず、生産者から消費者への直接

販売を開始し、消費者拡大と確保に向けた

取り組みを実践していました。オランダで

は自宅の各部屋を花で飾る習慣が文化とし

て根づいているため、消費者はできるだけ

安価で２週間は日持ちができる花を求めて

います。そのため質の良いものを出荷し、

消費者のニーズを的確に調査することが大

事だとマテェインさんは言っていました。

これは野菜の分野においても同じことだと

思いました。４歳から始めた農業、これか

らのマテェインを応援していきたいと思い

ました。 

 国が違うと、食に対しての意識が違うこ

と日本の消費者のニーズとは違うことに驚

きました。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野菜の重さで値段が表示される 
  
（２）牧場 

 私は大学時代に北海道別海町の牧場で研

修をしていたこともあり、酪農の視察には

興味がありました。 

 牧場主のリデさん（３７歳）は元々両親

が穀物を作っていましたが、１０年前から美女と野獣 
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まとめ 酪農の経営に切り替え、従業員４人で日頃

の作業をこなしていました。  今回の研修が終了して、得たものは大き

かったと思います。農業だけではなく、ヨ

ーロッパの食物、ファッション、交通手段

を実際に体験し、日本では意識してなかっ

た部分が数多く見て触れることができまし

た。確かにヨーロッパの農業や青年たちと

会うこともあり勉強にはなりましたが、私

は一緒に研修に行った人達に出会えたこと

が一番嬉しかったです。 

 ポトレ（農場名）では５５ha の面積で、

乳牛４５頭、子牛などを含めると約１００

頭を保有していました。この乳牛から年間

３１万５,０００リットルの牛乳を生産し、

３分の２が農協へ出荷、３分の１を生クリ

ーム、ヨーグルトやチーズ等に加工して出

荷していました。リデさんの 大の武器は、

元から加工工場があったことです。 初か

ら機械を導入していたら莫大なお金がかか

ったに違いないと思われます。 

 現在の農業は後継者不足、温暖化など農

業は問題点ばかりの産業ですが、私は一番

ビジネスチャンスがある産業だと思ってい

ます。問題点があることは、一つ一つ解決

することで魅力ある産業にきっとなるはず

だと私は信じています。 

 

 

 

 

  そこで私は５年後や１０年後に農業はカ

ッコイイと思われる産業にしたい、またそ

の中で自分が一番輝いていたら 高で

す！！！ 

 

 

 

  後に、この様な貴重な体験を共にした

佐竹団長、内田副団長、田村事務局長には

深くお礼申し上げます。 
 

乳製品販売施設 
  そして一緒に参加した研修生のみんな、

皆に会えて心の底から感謝しています。  リデさんの話を聞いていると、共通する

部分が見えてきました。それは酪農や野菜

に関しても、自分で作ったものは自分で売

り込みに行くことが大切であるということ

でした。パリのスーパーなどに実際に商品

を持って行き交渉する際、時には断られる

こともあったそうですが、自分で大事に育

てた牛だからこそお客さんにわかってほし

いと諦めずに営業活動を行っているのだと

言っていました。 

 まだ農業を継いで１年、まだまだ勉強す

ることが山のようにあるなと感じ良い刺激

を受けました。 
 様々な良い出会いがあり、参加を勧めて

くれた両親にも感謝しています。 
 本当にありがとうございました！！ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 みんな最高！！ 

フランス最高！！ またみんなで会おうぜ♪ 
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欧州農業の一端にふれて 
 
 

２班 加須市 石黒  正樹  
 

 
 
はじめに 私が特に印象に残った視察先は、①花き

栽培農家（Tropisch Rosenland）、②生物

農薬会社（Koppert BV）、③有機栽培の穀

物農家（Ferme Du Pierre）、④アールス

メール花き卸売市場（FloraHolland）とラ

ンジス中央卸売市場（RungisMarket）でし

た。 

この度、３０回の節目を迎えた埼玉県農

業青年海外派遣研修に参加させていただき

ましたことに、心から関係各位の皆様に感

謝と御礼を申し上げます。皆様のお蔭をも

ちまして、本研修は、本当に素晴らしいも

のでありました。見るもの触れるもの、聞

くもの色々な事柄に刺激され、実に多くに

ことを学びました。さらに、同じ釜の飯を

食べた、貴重な仲間を得ることができまし

た。感無量です。 

 
 
 
 
 

また、今研修は吟味された行程や視察先

等が細部にわたり実に至れり尽くせりで、

私は、心から感嘆致しました。 

 
 
 
 まさにこの研修は、埼玉県の素晴らしい

伝統であると感じました。  
  

  
 生物農薬導入農家 

  
 ２ バラ栽培農家では 
  多品種のバラを、消費者に直接、自家店

舗で販売できる範囲内で生産し、成功を収

めている事例が参考になりました。限定さ

れた品種を大量生産し、市場への影響力を

高める経営方針と一線を画す、この農家は、

近代的な施設を有せず、最新の品種を栽培

しているわけでもありませんが、消費者の

好みを広く網羅する品種を揃えていること

と、「抜群の日持ち」が地域の固定客の心

をつかみ、口コミによる販路拡大が安定経

営の基盤となっているようでした。 

 
 
 
 
 

花き栽培農家での研修 

 
１ 研修の目的について 
 私はかねてより自らの農業における経営

目的や目標を明確にするために、①ＥＵ圏

における環境保全型農業の現状と課題、 
また、試行錯誤の結果、生物農薬や天敵

を活用し、ほぼ無農薬でバラを栽培する技

術を確立したことが、明るい未来を描きな

がら、楽しく営農する意欲に結び付けてい

る一因のではないかと感じました。 

②ＥＵ圏における農産物市場の方向性につ

いて知見を得たいと考えていました。今回、

思いもよらず、本研修に参加することかで

き、数々の貴重な示唆を得ることができま

した。これらの示唆は、訪問した視察先や

青年農家者との交流夕食会の中で感じ取る

ことができました。 
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３ 穀物農家と青年農業者との交流会では ５ 世界有数の卸売市場では 
 ＥＵ（欧州連合）が目指す環境保全型農

業の功罪を垣間見た感じがします。有機農

産物の生産量を増大させるための政策や、

徐々にハードルが高くなる環境規制、高い

人件費と市場価格の低迷、そして補助金の

減額という状況の中で、視察先の農業者は

社会の変化に飲み込まれまいと、自らの信

念のもと、前向きに戦っている姿がありま

した。ＥＵが直面している理想と現実との

ギャップを感じることができました。 

世界有数のアールスメール花き卸売市場

と世界最大のランジス中央卸売市場では、

膨大な量の花きや農産物が国境を越え、全

世界を駆け回っていることを肌で感じるこ

とができました。今の時期、タイでもめっ

たに見ることができないランブータンがフ

ランスの市場にあることに衝撃を覚え、そ

れが英国のＨａｒｒｏｄｓのバイヤーに買

われていく姿を見た時、不況の中でも富裕

層のオリエンタルへの憧れと購買意欲の強

さを知りました。  農家のお話を伺う前まで、ヨーロッパの

農業は、広大な耕地に恵まれ、技術水準も

高く、生産環境は非常に恵まれていると思

っていました。しかし今は違います。日本

の農地はヨーロッパに比べれば猫の額ほど

ですが、窒素換算で１７０㎏／１ha 以下

しか施肥ができない制限もありません。

色々な問題点はありますが、単位面積当た

りの生産性を上げ、生産コストを下げる努

力をすれば、日本の農業も捨てたものでは

ないと感じました。 

これからの日本の農業は、日本という限

られた市場ではなく、アジアを中心とした

世界を市場として目を向けていく準備をし

て行かなければならないと感じました。農

業分野において関税障壁が撤廃されＥＵの

ような自由貿易圏がアジアにも構築された

ときに備えて・・・。 
 
まとめ 
 私はこの研修から、自らの農業における

経営目的や目標を明確にするために、大変

に参考になる重要な大きな示唆を得ること

ができました。 

 
 
 
 これからの農業の基本は、ＩＰＭを取り

入れた環境保全型農業であると確信しまし

た。しかし、そのゴールは必ずしも現在の

有機栽培ではなく、高品質で安全、そして

楽しく、持続可能で、低コストの生産物を

安定的に供給する農業を実現することだと

強く感じました。農産物は、国境を越え世

界中を駆け回ります。これからは品質管理

が生き残りのための要と感じました。 

 
 
 
 
 
 
 

有機栽培農家の除草機 
 
４ Ｋｏｐｐｅｒｔ社では ありがとうございました。 

生物農薬や天敵農法の技術進展と急速な

勢いで普及する現状を知ることができまし

た。私にとって１０年前には、しっくり理

解できなかった生物防除ですが、今では環

境保全型農業の実現に不可欠な要素である

と思うようになりました。 

 
 

 

 

 

 

 
特にＩＰＭ（総合的病害虫群管理）に関

して、病害虫の発生状況を経時的に細かく

現状把握することが、病害虫防除の成否を

握る極めて重要な要素であると認識しまし

た。私も、これを機会にＩＰＭを取り入れ

たいと考えています。 

 

 

 

 

 

花き卸売市場 
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ＥＵ農業事情について 
 
 

1 班 八潮市 臼倉 明久  
 
 
 
はじめに  

私は、八潮市で小松菜と水稲を栽培して

います。八潮市は、東京近郊に位置するた

め都市化が進み、耕作面積が減少していま

す。そこで施設栽培で効率を高める生産を

行っています。       
私は、地球温暖化が加速し、環境問題や

食料自給率の低下等の課題が増えていく中

で、今後どのように農業が発展して行くべ

きか迷っています。そこで農業先進国であ

るＥＵ農業を視察し、農業生産や流通の視

察と地元農家や農業青年との交流を通して

国際感覚と農業事情についての知識を習得

するとともに、持続可能な環境保全型農業

や自然循環型農業は、どの様に実施されて

いるかを確認するため、今回の研修に参加

しました。 
 
１ オランダ 
オランダの各地方から集められた生花を

取り扱うアールスメール花き卸売市場です。

スキポール空港から近いため、買い手のつ

いた花は素早く発送ができるメリットがあ

り、この市場の花の８０％以上が輸出され

ています。この市場の総面積は７１.５ha、 

約５,０００名の生産者が組合をつくり出

荷し、消費地ではなく花の大産地の中で運

営されていました。 

次々にセリ会場へ色彩豊かな花や植物が

コンテナで運ばれていました。２階でガラ

ス越しにセリの様子が見学できました。中

央部には日持ち検査室があり、主にバラの

試験・検査を行っていました。また、バラ

の他にも鉢物や鮮度保持剤について市場が

専門の職員を雇用して試験を行っています。

日持ち検査基準に合格した高品質の商品の

みが出荷されていました。特にバラの素晴

らしさに感銘を受けました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
バラの日持ち検査 

 

２ 施設栽培農家  
外から害虫を介してウィルスなど入らな

いように全員カッパを着用して、トマト栽

培を視察研修しました。２００７年から６

ha あるガラス温室で天敵農法を併用し、

トマトの養液栽培を始めたそうです。６ha

当たりの収穫量は約４,２００ｔあります。

床土はヤシガラを主体とした培土を用いて

養液栽培を行っていました。出荷の回転率

が上がり、収穫物は高品質化し、技術的な

差が少なくなり収量を上げていました。培

養液はコンピューターで管理され、肥料成

分は、作物にとって吸収可能な少ない量が

添加されていました。収穫したトマトは水

流を利用して運搬していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
天敵農法を導入したトマトの養液栽培 
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４ ランジス中央卸売市場 オランダでは環境に対する規制が大変厳

しく硝酸態窒素など含む廃液は回収できる

仕組みが完備され、さらに殺菌装置で再利

用する循環システムも確立していました。 

オルリー空港近くに世界最大の総面積 

２３２ha のランジス中央卸売市場があり

ます。 

天敵農法を導入することでマルハナバチ

をビニルハウス内に放ち、益虫の効果で病

害虫が駆除されるので農薬の散布回数が軽

減されます。さらに受粉昆虫でもあるマル

ハナバチを利用して受粉作業が容易になり、

より着花が確実となります。そのマルハナ

バチは農家に届けられてから４週間後に活

動のピークとなり、温室内で活動するのに

必要なハチ数を維持できるかを計画的に実

施する必要があります。生物農薬会社から

専門的なアドバイスを受けながら益虫を活

用できるので、この農法を導入する施設栽

培農家が増えているようです。 

今回は青果物、生花、乳製品を中心に視

察しました。市場の案内人は熱心に説明を

してくれました。出荷されていた野菜の大

きさや規格は日本ほど揃っていませんでし

た。黒大根など珍しい野菜もたくさんあり

ました。生花部門では、バラの栽培が盛ん

な生産者は色や形のほかに香りにこだわっ

ていました。乳製品では木箱にチーズが納

められ、品質管理や衛生管理にも信頼のお

ける市場と思いました。 

世界各国から食材が集まるランジス中央

卸売市場は取扱量がとても多く、世界の食

文化の重要な役割となり、改めてフランス

の食料自給率の高さを感じました。  
３ 土地利用型農業  

 パリのサイイ地区、家族で穀物栽培を経

営し、１３６ha もの広大な耕地に小麦、

大麦、葉種、エンドウ豆、飼料用作物など

を作付けし、国からの合理農業の認証も受

けている大規模農家を視察しました。 

 
 
 
 
 

ＧＰＳ可変制御システムは、ＧＰＳから

得られる位置・情報に基づき種子や肥料散

布量を変化させる制御システムです。無駄

がなく、作業効率が上がり、作業速度に連

動し、カメラも設置されより細かい作業が

実施されていました。ハイテク技術を駆使

し、穀物や野菜の栽培効率を高めることで、

コスト削減となり大規模農業経営とって効

率的な技術なので、これら技術を活用する

ことにより、今後の食料自給率の向上に寄

与するものと思いました。 

 
 
 
 

楽しかったファームペンション 
 

まとめ 
風景の素晴らしさに驚きの連続でした。 

そして今回の研修を通じて、農産物に対

する消費者の意識が変化していると感じ、

消費者はより安全な農産物を選択するので、

生産者は安全管理と情報公開が必需となる

時代が来ると確信しました。 
 
 

視察先の耕作面積は広大で環境保全型農

業で運営され、信頼のおける農産物を各農

家が生産していました。ＥＵの先端技術や

経営内容をこれからの自分の農業経営に役

立てられるように努めていきます。 

 
 
 
 
 
 また、地域を越えた素晴らしい仲間と出

会うことができ有意義な研修となりました。

１０日間の海外研修に参加を許して頂いた

家族や関係者の皆様には、多大なるご尽力

を賜りまして心より感謝を申し上げます。 

 
 
 
 

穀物収穫作業 
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自活せよ 
 
 

  ２班 三郷市  福岡  誠  
 
 
  
はじめに 化されていないので、日本と同様に価格面

には反映されていないと生産者は漏らして  まず始めに、第３０回埼玉県農業海外派

遣研修に参加させて頂きましてありがとう

ございました。各関係機関の皆様、団役員

の皆様、そして研修生の皆様にも厚く御礼

を申し上げます。 

いました。後者は、化学肥料や農薬を一切

使用しないで農作物を栽培する有機栽培農

法で、その長所は化学肥料を使用しないた

め、生産コストを低く抑えられ、販売価格

も高く売ることができるそうです。しかし、

他の農家が有機栽培に参入し、市場原理に

従って有機栽培農産物の価格が低下するこ

とも危惧されているそうです。短所として

は、収量が大幅に変わってくることが挙げ

られます。例えばフランスのある有機栽培

農家では慣行農法と比較して４～５割程度

の収量でしか収穫出来ないそうです。収量

が落ち込むということは、自給率に大きく

影響を及ぼすことは自明であります。自給

率をどの様に計算するかにもよりますが、

日本の食料自給率は４０％しかないという

ことが独り歩きしている現在、自給率問題

と有機の推進は、少し矛盾を感じます。環

境基準の高い国の人々でも、ある一品目だ

けなら有機栽培農産物を使うが、食事に使

用する食材全て有機栽培農産物でやりくり

するには困難を生じるとの意見も見受けら

れた現状を踏まえ、色・艶・形といった、

見た目を気にする日本人にはどうでしょう

か。 

 
研修を振り返って 

 近年、生活環境の変化や食料事情の変遷

に伴い、「食」に関する安心・安全という

ものがマスコミを中心に叫ばれています。

さらに、これからの農業では安心・安全に

加えて「環境」を意識しながら行なってい

かなくてはならなりません。今回私達が視

察した国々では、皆口を揃えて「環境に対

する配慮」や「環境負荷」ということを盛

んに言っていました。それだけ農業先進国

では、国策として農業の環境に対する厳し

い基準を設けることで他国に喧伝をしてい

るのかもしれません。この厳しい基準をク

リアしないと国からの助成金がストップま

たは優遇がなくなってしまうそうです。昨

今の経済状況から世界的規模での農産物の

価格低迷により農業そのものが窮地に立た

されている現在、助成金や優遇措置がなく

なると農家にとって相当な打撃となること

は否定できませんが、助成金をバラ撒けば

良いという問題ではない気がします。前述

の理由で基準を満たす農業を行なっている

とは考えにくいですが、今回の研修では調

査することが出来ませんでした。 

ここで環境に対する負荷を軽減するには、

農薬や化学肥料の使用を抑えるか一切それ

らを使用しないことが一般的に考えられま

す。前者は、政府の設ける環境基準よりも

一段階上の基準で農業経営を行う合理農法

と呼ばれていますが、残念ながら現段階で

はＥＵの慣行農法で栽培された作物と差別 
色とりどりの野菜 
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 日本では後継者不足や農産物の価格低迷

が深刻な問題となっていますが、海外でも

同じような問題で頭を抱えている農業経営

者が多く見受けられました。今回視察を行

ったＥＵ圏では住宅・農地・工業地の住み

分けがあるため、大きな区画での農業を営

むことができるようになっています。故に

一戸の農家が大規模で営農しているので、

後継者がいないなどの理由で農家が潰れる

と他の農家が買い上げ、巨大になっていき、

これを繰り返していくと、小規模農家は淘

汰されていくことになります。このような

風潮は何も他国だけの問題ではなく、我が

国でも近い将来現実に成り得る問題です。

しかしながら興味深い事例として、オラン

ダにおける直売所併設型バラ農園は小規模

ながら生き残る術を身に付けていました。

バラの出荷量では大規模農場には勝てない

ので、数ではなく品質・品種の選定にター

ゲットを絞ることで、他のバラとの差別

化・ブランド化を確立し消費者に提供して

いました。例えば通常、バラの切り花は約

２週間で枯れてしまうが、そのバラ園のバ

ラは驚くことに約３週間品質を保つことが

できるそうです。この品質が“口コミ”に

より評判を呼んでいます。実にアナログ的

な宣伝方法と感じました。 

一方ハイテク農業では、日本では考えら

れませんが、６ha ほどの農地に自家発電

装置を併せ持つガラスハウスを作り、養液

栽培でトマトを生産していました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天敵農法導入トマト農家 

 
しかもハウスで使用する熱や二酸化炭素、

電気は、施設に併設されている自家発電装

置から発生する副生成物等を有効利用して

いたのです。さらに、養液栽培の水は雨水

を地下貯水槽に貯め、コンピューター制御

により溶液を調製していました。ハイテク

農業では、コンピューターとロボットや機

械を多用することで人件費を抑え、生産コ

ストの削減に貢献しています。このトマト

農家に限らず、オランダにおける農家は、

その歴史的な背景、つまり元々海だったと

ころを埋め立てて陸にしたので土地が肥沃

ではなく、水捌けが悪いといった理由から

土耕栽培ではなく養液栽培を得意としてい

るそうです。 
このように政府からの助成を受けて生産

された農産物は、もちろん自国で消費され

ると思いますが、過剰に供給されたものに

関しては海外へ輸出されます。その際、政

府からの助成等の優遇措置を受けて収穫さ

れた農産物が安価で輸出されると、輸出先

の現地農家は困惑することでしょう・・・。 
 

最後に 
一過性なのか回帰性なのか解りませんが、

農業に脚光を浴びる機会が多くなっていま

す。脚光を浴びているからといって我々農

家はただ構えているのではなく、農家単位

でのムーブメントやアクションを起こす必

要があると感じています。昨今の農業状況

を踏まえ、私は農業過渡期に就農している

ことに逆に幸せに感じています。農業に関

する法も徐々に変わりつつありますが、政

府が農業をするのではないので我々農家が

どれだけ自活することで、今後を生き残れ

るかにかかってくるかと思います。 
「百姓」と言われた先輩方に代わって、

２１世紀の我々、さらに子や孫の世代は

「百笑」と言える明るく活気がある職業に

なるように願い、締めくくりたいと思いま

す。ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お迎えに上がりました 
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１  班 

※ 団役員と研修生の似顔絵は田部井一嘉さんが書いてくれました 
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２  班 
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今研修の３０回を記念して派遣団による人文字「３０回」（上写真）「サイタマ」（下写真） 

                           ファームペンション（フランス） 
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