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は じ め に 

 

                               社団法人埼玉県農林公社 

                               理事長 金 本 伸 郎  

 

 このたびの東日本大震災によって亡くなられた方々の御冥福をお祈りします。 

また、被害に遭われ、不自由な暮らしを余儀なくされている被災者の方々に、お見舞いを申し上げます。 

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。 

 ３２回目となる当研修では、研修団役員３人と各市町長から推薦をいただいた１５人の研修生をオラン

ダ・ドイツ・スイス・イタリアの４か国に派遣いたしました。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、ドイツではグローバルギャップ本部や果樹農家、スイスでは有機認証機関（ＢＩ

Ｏ）や酪農農家、イタリアではグリーンツーリズム施設、米生産農家、米加工会社、ミラノ総合卸売市場

などと、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。 

今回は、６次産業化を推進するため、ドイツでの果樹農家やイタリアでの米加工業者の取り組みを研修

日程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、さらに県内各地域にすばらしい仲間ができたことも大きな収穫になると

思います。皆さんのこれからの御健闘を心から期待いたします。 

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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      研研研修修修日日日程程程   

 
 

月 日 発着地等 交通機関 スケジュール 食 事 

７月１１日 

(月) 

（１日目） 

さいたま新都心駅 

成田空港 

（第１ﾀｰﾐﾅﾙ） 

ミュンヘン空港 

 

アムステルダム空港 

ハーグ 

専用バス

 

LH715 

 

LH2310 

専用バス

集合後、バスにて成田空港へ 

到着後、搭乗・出国手続 

空路にてミュンヘンへ 

到着後、乗り継ぎ 

空路にてアムステルダムへ 

入国手続き後、ハーグへ 

（アムステルダム） 

朝：× 

昼：機内 

夕：× 

７月１２日 

(火) 

（２日目） 

アムステルダム 専用バス

 

①アールスメア花き市場視察 

②花き栽培農家視察  

③スーパーマーケット見学 

④消費者向花市場見学 

（アムステルダム） 

朝：◯ 

昼：◯ 

夕：◯ 

７月１３日 

(水) 

（３日目） 

アムステルダム 

 

 

ケルン 

専用バス

 

⑤生物農薬導入農家視察 

⑥生物農薬研究機関視察 

バスにてケルンへ 

（ケルン泊） 

朝：◯ 

昼：◯ 

夕：◯ 

７月１４日 

(木) 

（４日目） 

ケルン 

 

 

ケルン駅 

バーゼル駅 

バーゼル 

専用バス

 

 

ICE209 

専用バス

⑦グローバルＧＡＰ導入果樹農家視察 

⑧グローバルＧＡＰ本部訪問 

終了後、駅へ 

特急列車にてバーゼルへ 

到着後、ホテルへ 

（バーゼル泊） 

朝：◯ 

昼：◯ 

夕：◯ 

７月１５日 

(金) 

（５日目） 

バーゼル 

 

インターラーケン 

専用バス ⑨有機認証機関関連施設視察 

終了後、インターラーケンへ 

⑩山岳酪農農家視察 

（インターラーケン泊） 

朝：◯ 

昼：◯ 

夕：◯ 

７月１６日 

(土) 

（６日目） 

インターラーケン 専用バス

 

⑪スーパーマーケット視察 

 

（インターラーケン泊） 

朝：◯ 

昼：◯ 

夕：◯ 
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【航空会社】 LH:ルフトハンザドイツ航空  【利用空港】 ミラノ(LIN):リナーテ空港 

 

 

経路概略図 

月 日 発着地等 交通機関 スケジュール 食 事 

７月１７日 

(日) 

（７日目） 

インターラーケン 

ミラノ郊外 

ミラノ 

専用バス

 

バスにてミラノへ 

⑫グリーンツーリズム施設見学 

（ミラノ泊） 

朝：◯ 

昼：◯ 

夕：◯ 

７月１８日 

(月) 

（８日目） 

ミラノ 専用バス ⑬ミラノ総合卸売市場視察 

⑭稲作農家視察 

⑮米加工会社視察 

（ミラノ泊） 

朝：◯ 

昼：○ 

夕：○ 

７月１９日 

(火) 

（９日目） 

ミラノ 

ミラノ(LIN)空港 

 

フランクフルト空港 

専用バス

LH271 

 

 

LH710 

バスにて、空港へ 

搭乗手続後、 

空路にてフランクフルトへ 

到着後、乗り継ぎ 

空路にて成田へ 

朝：◯ 

昼：× 

夕：機内 

７月２０日 

(水) 

（10日目） 

成田空港（第１ﾀｰﾐﾅﾙ） 

 

さいたま新都心 

  

専用バス 

到着後、入国手続き等 

専用バスにてさいたま新都心駅へ 

到着後、解散 

朝：機内 

昼：× 

夕：× 
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第３２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 丸岡
まるおか

 隆男
たかお

 埼玉県農業大学校 校長 

副 団 長 高山
たかやま

 重之
しげゆき

 
埼玉県農業協同組合中央会 
経営指導部組織対策室 室長 

事務局長 柴田
しばた

  清
あきら

 
社団法人埼玉県農林公社 

営農支援担当兼営農企画担当 担当課長 
２ 研 修 生 

No. 氏
し

  名
めい

 市町村 経営の概況 

1 浅倉
あさくら

 直人
なおと

 草加市 コマツナ、エダマメ、露地野菜 

2 守屋
もりや

 裕介
ゆうすけ

 鶴ヶ島市 
ホウレンソウ、トウモロコシ、エダマメ、 

カリフラワー、ブロッコリー 

3 寺島
てらしま

 甲浩
まさひろ

 日高市 カブ 

4 鹿田
しかだ

 明
あきら

 東松山市 水稲、麦、大豆 

5 浅見
あざみ

 和文
かずふみ

 皆野町 ブドウ、モモ、クリ、シイタケ 

6 今井
いまい

 笑
えみ

 美里町 養豚、水稲、飼料用稲、麦 

7 今井
いまい

 貴昭
たかあき

 深谷市 トマト、ブロッコリー 

8 伊藤
いとう

 祐治
ゆうじ

 深谷市 鶏卵 

9 清水
しみず

 正樹
まさき

 深谷市 
ネギ、キャベツ、ブロッコリー、 

キュウリ 

10 坂本
さかもと

 竜
りゅう

太郎
たろう

 寄居町 養豚 

11 田中
たなか

 学
まなぶ

 加須市 
シクラメン、ハイビスカス、ゼラニューム、

マリーゴールド 

12 福岡
ふくおか

 亮 平
りょうへい

 八潮市 コマツナ 

13 深谷
ふかや

 祐真
ゆうま

 三郷市 コマツナ、エダマメ 

14 石原
いしはら

 久美子
く み こ

 宮代町 水稲、ナシ、野菜 

15 荒井
あらい

 庄 一
しょういち

 白岡町 ナシ、水稲 
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レレポポーートト  
 

 

 

団 長 丸 岡 隆 男 ・・・  ６ 

副 団 長 高 山 重 之 ・・・  ８ 

事務局長 柴 田 清 ・・・ １０ 

     

草 加 市 浅 倉 直 人 ・・・ １２ 

鶴ヶ島市 守 屋 裕 介 ・・・ １４ 

日 高 市 寺 島 甲 浩 ・・・ １６ 

東松山市 鹿 田 明 ・・・ １８ 

皆 野 町 浅 見 和 文 ・・・ ２０ 

美 里 町 今 井 笑 ・・・ ２２ 

深 谷 市 今 井 貴 昭 ・・・ ２４ 

深 谷 市 伊 藤 祐 治 ・・・ ２６ 

深 谷 市 清 水 正 樹 ・・・ ２８ 

寄 居 町 坂 本 竜太郎 ・・・ ３０ 

加 須 市 田 中 学 ・・・ ３２ 

八 潮 市 福 岡 亮 平 ・・・ ３４ 

三 郷 市 深 谷 祐 真 ・・・ ３６ 

宮 代 町 石 原 久美子 ・・・ ３８ 

白 岡 町 荒 井 庄 一 ・・・ ４０ 
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欧州農業を見聞して 
 
 

団 長  丸岡 隆男   
 
 
 
 

はじめに 
 第３２回農業青年海外派遣研修団として、

団員と団役員１８人で、オランダ、ドイツ、

スイス、イタリアの４か国の農業事情を視

察研修して参りました。 
 ７月１１日から２０日の１０日間、気温

２０℃～３０℃、低い湿度、快適な環境の

下、野菜や花、果樹、酪農の生産のみなら

ず、流通、消費など幅広い取組について、

駆け足で研修しました。 
 視察先で見聞し、そして感じたことを雑

記し、報告とします。 
 
１ ４か国の概況 

 オランダ、ドイツ、イタリアは比較的平

坦な地形が多く、農用地が国土の５割弱を

有しています。山岳地の多いスイスであっ

ても４割弱が農用地となっています。 

 国土面積、農業人口、農業生産額ともに

我が国に比べ小さいと言えますが、視察先

の農場や移動中のバス、列車の車窓から見

た広大な農地と温室群は、一見粗放的だが

高い農業ポテンシャルを感じました。 

 一方、農産物輸出額ではオランダが我が

国の１４倍、ドイツ１２倍、イタリア 

６.６倍、スイス１.１倍といずれも大きく、

産業としての農業には力強いものがありま

す。  

注 1:農業生産額は 2008 年国連統計、他は 2007 年 FAO 統計

注 2:農業人口および農業産出額には林業、水産を含む 

 
ミュンヘン上空 

 
２ 大規模経営を可能にする経営継承 
 農地や農業施設は、親子であっても例外

ではなく農業を営む者が取得して、経営を

継承するとのことです。農業は、農業生産

を行う場として国民に認知されています。 
 農業経営者は、一定の資金が確保できれ

ば、農地の確保や集積は比較的容易であり、

経営規模も拡大し易い環境にあります。 
 一方、水稲や麦類、酪農、施設野菜、花

き、果樹などの生産が各国の事情で棲み分

けされ、自国内やＥＵ圏内、海外へと供給

される構造となっています。 
 こうした背景から、土地利用型農業や施

設園芸であっても、競争力を高めた大規模

経営が育っています。 

 
オランダ トマト生産農家 

 
国土  

(万 ha) 

農地 

(万 ha) 

農業人

口(万人) 

農業生産 

額(億円) 

農産物輸

出額(億円)

日本 3,779 465 305 74,355 5,160

ｵﾗﾝﾀﾞ 415 191 43 14,173 72,646

ﾄﾞｲﾂ 3,571 1,695 142 29,475 60,846

ｽｲｽ 413 156 40 5,546 5,833

ｲﾀﾘｱ 3,013 1,389 214 42,826 33,952
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３ 徹底した機械化による低コスト生産 

 オランダの施設トマト農家は、栽培温室

と選果・出荷施設を１か所に集約させ、管

理の自動化と外国からの低賃金労働者の活

用により、生産コストを低減しています。 

 また、イタリアの水稲複合農家では、ほ

場の集約と徹底した機械化や装置の自動化

により、水稲４５ha と搾乳牛１２０頭を

４人で管理するなど、経営効率を高めてい

ます。 
 ＥＵ圏内での競争や海外への輸出を有利

に進めるため、低コスト生産は経営上必須

なのです。 

 
イタリア 水田作業用大型トラクタ 

 
４ 専門教育による人材育成システム 
 欧州は、義務教育(小中学校９～１２年)

後、将来の進路を考慮して高校や大学を選

択し、進学する教育制度となっています。 

 特に、農業、商業、工業、介護、福祉な

どの分野に就く場合は、職業教育を行うそ

れぞれの高校に進学するのが一般的です。 
 現場実習と経営学を重視する専門教育を

受けた者が農業に従事し、いずれ経営を継

承するというシステムが構築されています。 
 
５ 社会に認知された農業の環境保全機能 
 オランダにおける施設トマトやバラの栽

培は、ロックウールやココナッツを加工し

た培地を使用した水耕栽培が主流です。 
 雨水を利用し、廃水は浄化され再利用、

培地は専門業者が建設資材などに加工する

など、資源の循環利用が基本とのことです。 
 栽培では、天敵などの生物農薬が中心で、

温室用の暖房や電力には天然ガスを利用し

たり、自家発電を行い賄っています。 
 スイスでは、採草・放牧地１ha に１頭

の牛を放牧するのが原則、糞尿による土壌

汚染を抑制し、自給飼料を確保しています。 

 こうした循環型農業の延長線上に有機農

業が確立、定着しています。 
 ドイツのリンゴ農家は、ＧＡＰ認証を受

け、イタリアの水稲栽培では、減農薬栽培

が主流です。 
 最先端な農業もローカルな農業も、共通

して環境負荷の抑制と食の安心安全を最優

先する栽培を行っています。 
 農業に対する補助金や直接所得補償に税

金を投入することに異論を唱えない社会環

境は、こうした農業の取組を国民が理解し

ているからであり、この意識は小学校から

の教育で培われているとのことです。 

 
スイス 有機農業認証機関 

 
まとめ 
 今回の研修には、全農林振興センター管

内から、経験年数や経営内容が異なる農業

青年が参加し、各国のバラエティに富んだ

農業を視察することができました。 
 視察先は、いずれも先進的な経営や先駆

的な取組で、一同感銘を受けました。 
 一方、よく学び、よく食べ、よく飲み、

よく語りあった１０日間は、青年達に自信

と誇り、そしてネットワークという大きな

財産をもたらしたのではないかと考えます。 
 これは、今後の経営に必ずや役に立つ時

が来るものと信じております。 
 終わりに、研修を企画していただいた 
社団法人埼玉県農林公社、旅程管理を担当

された株式会社農協観光、参加者の募集な

どに御尽力された各農林振興センターおよ

び県農業支援課の皆様方に、心より御礼を

申し上げ、報告とさせていただきます。 
ありがとうございました。 
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農業青年海外派遣研修を終えて 
 
 

副団長  高山 重之  
 
 
 
 

はじめに 

 第３２回埼玉県農業青年海外派遣研修団 
の一員として参加させていただくこととな

り大変光栄に思いました。この研修団も早

３２回目となり、数百人もの県内の青年農

業者の方々がこの研修団に参加し、埼玉農

業の発展に寄与されたことを考えると身の

引き締まる思いで随行しました。オランダ、

ドイツ、スイス、イタリア、各国の農業に

対する取り組み環境保全型農業、農業生産

工程管理、有機認証、流通関係など農業研

修を実施してきました。 
 この海外派遣研修において印象に残った

内容等を報告させていただきます。 
 
１ オランダ視察について 

 花き栽培を行っているマテイン氏宅に訪

問、生産から販売まで一貫体制で経営を行

っています。 

 経営面積は６,０００㎡、うち切り花バ

ラ２,０００㎡でバイオによる野菜も生

産・販売し、直売所の広さは６００㎡、年

間売上高は１５０万ユーロで、パート職員

を１０人～２０人を採用し、バラを中心に

生産販売しています。当初はイチゴ生産で

したが、生産性が低いため、バラ生産に変

更しました。バラは地元では花の「女王」

と呼ばれ、女性が３０歳代であれば、誕生

日にバラを３０本あげる風習があり、さら

に、オランダの家庭には必ずバラが飾られ、

需要が非常に多いことがうかがえます。バ

ラは年間を通じて生産が可能で市場に出荷

すればすぐに売れていましたが、 近は品

質・経済情勢等を加味し出荷しないと売れ

ないことから、個人で販売先等を開拓する

人が多くなっています。また、アフリカか

ら輸入バラが多く、オランダのバラと競争

が激化しています。バラの栽培で４０年間

化学肥料を使用してきたため、ほ場にミミ

ズもいなくなったことから、バイオによる

生産に切り替えています。 

 

２ ドイツ視察について 

（１）グローバルＧＡＰ 

この非営利組織は、１９９７年小売事業

者団体が、過去にヨーロッパで多発した食

品安全危機問題に対し、安全な農産物を提

供する基準と手続きを定めたのが始まりで

す。現在は、世界８０か国以上、１０万件

を超える認証件数となっています。日本で

は、２００２年一般業者が独自で品質管理

マネジメントシステムの中にＧＡＰを導入

し、現在は８８業者が認証を受けています。  

認証については、小売業者がＧＡＰ本部

へ申請、認証基準に基づき審査を実施、認

証されることにより、消費者への安全性が

提供されることとなります。グローバル 

ＧＡＰは 低限の基準に止め、各国並びに

一般流通業者の基準は地域の実情に合わせ

て策定しています。 

ＧＡＰの 終目的は、環境保全と労働者

の安全を確保し、消費者に安全な農産物を

提供することです。 

 

 
グローバルＧＡＰ本部での研修風景 
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（２）リンゴ農家（ＧＡＰ導入） 

 メルラン地域のリンゴ農家を視察、生産

から販売まで一貫体制で経営しています。

現オーナーは４代目、職員は２人、研修生

２人、農繁期にはアルバイト等を雇用して

います。経営面積は３５ha、うちリンゴ 
２９ha、ナシ３.５ha を栽培、リンゴは 
１９種類もの品種を栽培しています。収穫

したリンゴの１５％はジュースやジャム等

に加工して販売、他は施設内の直売所で販

売されています。 近は日本でも、庭先販

売が増えてきていますが、これだけの規模

で生産から販売（直売所）まで行っている

農家は少ないと思い驚きです。 
 
３ スイス視察について 

有機認証審査機関 
ビオインスぺクタは、有機認証並びに

審査を実施している社団法人で国から一

切の助成を受けていません。スイスの中

で一番大きい専門研究所で、農業、加工

業者や流通業者の認証を行い、職員は 
４０人、外部スタッフ５０人（検査員）

の機関です。活動はスイス、ＥＵの有機

認証と検査を実施しています。農家が有

機農業に移行した場合、有機に係る研修

会の開催や従来の農法の内容等を調査し

ています。この機関は、現在約５,５００

軒の農家等の検査を実施、スイス以外の

農家の検査も行っています。特に加工業

者への認証検査は、原料が全て有機農法

で栽培した農産物でなければならず、そ

の加工工程で不要な過程が含まれた場合、

工程の見直しを指摘します。この審査を

年１度受けることとなっていて、厳しい

認証となっています。これだけ多くの農

業者が有機農業を実践するということは、

有機栽培での農産物に対して、国民は安

全性を認識するとともに需要もあるとい

うことで、日本とは異なると思います。

また、市場での有機野菜は、一般野菜よ

り高値で多く流通しています。安全な野

菜等を求めることはスイスと日本は一致

していますが、日本の消費者は有機農業

に対する認識が不足しているのではない

かと思います。 

 
市場での研修風景 

 

まとめ 

 ヨーロッパ農業は、「自然(環境)・文化

を大事(生かした)にした農業」、「自然

(環境)・文化と融合した農業」の取り組み

を生産者と消費者が一体となり実施すると

ともに、それを国が助成等で援助していま

す。スイスの酪農家は年収の約４０％は助

成金が占めています。いかに、人間の生命

の源となる農業を、自然を利用し国が国政

とし守って行くかが、将来の日本農業像が

見えてくるのでは！ しかし、国の力にば

かりに頼るのではなく、私達、農業に携わ

る者同士が手を携えて、現在の農業を見直

し、将来を見据えた取り組みにしなければ

ならないと思います。それには、消費者を

巻き込むことも、海外の農業を見て、触れ

て、感じることも、国・県・地域・ＪＡな

どの将来ビジョンの考え方を知ることも必

要でしょう。今回、海外研修で学んだこと

を経営に活かすには、自分自身の問題です。

活かすことにより、埼玉農業の発展に繋が

ります。このことを将来の農業が希望を持

てるように皆様に望みます。県内の青年農

業者１５人が４か国を視察しましたが、今

後、研修先の内容をいかに自分自身の経営

に活かすかを期待したいと思います。 

後に、今回の農業青年海外派遣研修団

でお世話になりました丸岡団長をはじめ、

柴田事務局長、団員の皆様並びに社団法人

埼玉県農林公社、関係各位にお礼を申し上

げます。 

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  柴田 清  
 
 
 
 

はじめに 
 第３２回埼玉県農業青年海外派遣研修団

の事務局長として、埼玉農業を担う若き農

業青年農業者（美女含む）１５人とオラン

ダ、ドイツ、スイス、イタリアの４か国に

おける農産物等の流通、先進的経営、環境

保全型農業、風土、歴史等に直に触れ、日

本にない経営規模や感覚、発想性について

各訪問先で貴重な話を聞くことができ、充

実した１０日間の研修を行うことができま

した。研修視察した内容について、以下に

報告します。 

 
最初の研修地へ（アムステルダム空港） 

 
１ 花と運河のオランダへ 
 オランダはチューリップと風車があるの

どかな田園の風景をテレビ等で見ていまし

たが、実際に行ってみると、水路や運河に

囲まれた広大な土地にジャガイモ、さとう

大根が作付けされ、冬には麦を作付けると

いうことで、日本の作物体系と変わらない

印象を受けました。また、水路沿いの作物

に農薬等は使用せず、環境に配慮した農業

を行っているそうです。 
今回訪問したアムステルダム近郊の花き

栽培農家は、かつてイチゴ栽培が盛んだっ

たそうですが、生産が短期間なので、通年

して栽培ができるバラの生産に切り替えま

した。さらに、併設の直売店にてバラの切

り花やブーケを販売するほか、化学肥料は

一切使わないバイオ野菜等も一緒に販売し

ています。年間売上高は１５０万ユーロで

すが、今ではこの直売所の売上げの方が良

いそうです。 
アールスメア花き市場では、生産者から

消費者へいかに新鮮かつ安価で届けられる

か。生産～競り～空港までの輸送経費（人

件費）を削減し、新鮮で迅速に届けること

ができるか、絶えず勉強会を開いて経費の

削減策を考えているそうです 

 
色鮮やかなジャガイモ畑 

 
２ 農業王国ドイツへ 

 訪問したグローバルＧＡＰ本部ですが、

かなり大きな建物かと思っていましたが、

歴史情緒あふれる石造りの建物の中にあり

ました。 
この本部は、利潤追求なし、利益を還元

するプライベート会社で農産物等の出荷す

る前までの工程認証を行います。 
ＧＡＰへ登録している認証機関は１３０社

あり、生産者はネット上で認証機関を自由

に選択することができます。認証レベルを

保つために８人のスタッフが世界の出先機

関へ出ています。認証基準は本部の第１基

準(スタンダード)を定めるに止め、各国の
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厳しい基準を優先とし、機関として基準に

満たない場合はインターネット上に赤旗が

点灯するそうです。 
 本部は、世界各国の農業団体、環境保全

団体と話し合い、目的を持ったガイドライ

ンの作成、工程管理の認証基準の統一化を

図るうえで、環境保全という問題をどのよ

うに消費者へ伝えるかが今後の目標・課題

としています。ＥＵ諸国では生産者、スー

パーマーケット等の小売店が連携して人と

環境保全に取り組んでいるそうです。 
 
３ 憧れのスイスへ 
 スイスでは、国民全体が熱心に環境保全

型農業に取り組んでいました。農地には生

垣、ビオトープや草地等のエコ調整地を設

置すれば国から助成を受けられる制度が確

立しています。税金を使うこの制度に国民

は理解しています。 
さらに、スイスでは農業者の所得を保護

する目的の直接支払い制度があり、その助

成対象は、有機農業を実施していることが

条件となっています。 

 
ホテルの窓から この絶景 

  
この有機農業の認証機関であるＢＩＯ 

ＩＮＳＰＥＣＴＡを訪問しました。この機

関は５５,０００軒の農家、１,２００社の

加工・流通業者への認証、審査を行うとと

もに、有機料理の範囲まで検査を行ってい

るそうです。 
今後、有機農産物の違反や事故等が増え

さらに規制が強まった場合、またＥＵ諸国

からの輸入規制が解除された場合には、有

機農業をやめる農家が増えることを懸念し

ていました。 

４ 情熱のイタリアへ 
 スイスからイタリアへ南下、気候も温暖

になり、移動するバスの車窓からは収穫時

期の麦や飼料用トウモロコシ、イタリアの

ミラノ郊外へ入ると稲作地帯が広がってき

ました。イタリア北部の稲作は、麦播きと

同じように乾いた田んぼに種を直に播く

「乾田直まき」で陸稲を栽培し、訪問した

農家は７２ha の播種作業をたった４日で

行い、また他の農家は３人で３００ha も

ある播種～米の調製～出荷までの陸稲経営

を行うなど機械化による大規模経営が確立

していました。しかし、乾田直まきによる

水田雑草の除草技術等は、日本が優れてい

ように見受けられました。この国の風土に

あった食文化、特に米をリゾットで食べる

食生活などは、有機農産物は健康によい食

品という認識を消費者が持っていることか

ら、農業の栽培体系が簡略化され、大型機

械による効率化が進んでいました。 
 
まとめ 
 この研修の事務局長として、丸岡団長を

始め研修団１８人と海外研修に同行するこ

とができ、日常では味わうことのできない

各国の郷土料理、特においしかったワイン

を飲みながら、ともに過ごした１０日間は

私にとっても貴重な研修となりました。 
この研修を糧に、埼玉農業の発展のため、

第３２回研修団みんなで頑張りましょう。 
後に、県農業支援課並びに各農林振興

センターの皆様方には優秀な研修生を推薦

していただき感謝申し上げます。事務局長

の仕事の大半をお世話になりました添乗員

の飯田さんには大変お世話になりましたこ

とをこの場を借りて感謝申し上げます。 

 
成田空港に無事到着 「みんなぁーお疲れ様」 
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海外派遣研修を終えて 
 
 

２班 草加市  浅倉 直人  
 
 
 

はじめに 
 私は就農してまだ、１年目でコマツナ、

エダマメ等の野菜を栽培しています。 
 知識及び経験ともに浅く、以前より興味

のあった海外の農業の経営や環境等に直接

触れることで自分自身の知識や考え方を広

げ、学べる良い機会だと思い参加しました。 
 
１ オランダ 
（１）アールスメア花き卸売市場 
 オランダは、世界の花き市場の６割を占

めていて、この市場は、世界最大で総面積

８８，０００㎡の広さがあり、４，０００

人の組合員及び５，０００人の業者が取引

を行っています。市場の売上金額は、年間

４０億ユーロもあるそうです。 

大勢のバイヤーがコンピュータを活用し

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。 

 
コンピューターによるセリの風景 

 
（２）花き栽培農家  
 この農家は、経営面積６,０００㎡の敷地

に年間を通してバラの生産を行っています。

オランダでは、日常的に花を飾る習慣があ

り、安くて鮮度が良い花が大変人気がある

そうで、直売所ではブーケづくりや知り合

いの農家から仕入れたバイオ野菜を販売し

ていました。年間１５０万ユーロ売り上げ

ているそうです。質の良い商品を売るため、

宣伝活動などは行わず、口コミだけでお客

さんがきてくれるそうです。 

 
バラ生産農家のマテインさん 

 
（３）生物農薬研究機関（トマトワールド） 
 この会社は、トマトに関する試験場で 
６０種類のトマトをコンピュータによる管

理で栽培しています。トマトの場合、同じ

交配からは必ず同じものができるというこ

とが大変興味深かったです。収量は１㎡当

たり４０～７０ｋｇでした。 
害虫防除は、益虫が害虫を除去する天敵

農法を採用し、日常の管理は天敵の販売メ

ーカーであるコパート社が毎週１回確認し、

適切な指導をしてくれます。自分の経営で

もこの天敵農法の知識を深めて効率的な防

除方法を確立していきたいと思いました。 

 
６０種類のトマト 
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２ ドイツ 

グローバルＧＡＰ    
ＧＡＰとは Good Agricultural Practice

の略称で、日本語では「農業生産工程管理」

と訳されます。グローバルＧＡＰ本部では、

農業生産の結果管理ではなく、予想される

問題の発生要因とその対処法を明確にする

ことで、事前にその要因を排除する工程管

理を基準にするよう指導しています。農産

物が市場に出るまでの過程で、①ほ場や資

材の安全性(環境保全)、②農産物の品質向

上、③生産過程時での環境にあたえる影響、

衛生、安全性に配慮、④労働者の安全と健

康などのリスクを低減、⑤食品の安全性と

生産の持続性を確保することを目的として

います。また、ＧＡＰにおける農業経営の

監査内容が適正に行われているか審査をし

ます。これら全てをクリアした後、ＧＡＰ

を導入することができ、ＧＡＰ認証農産物

として市場へ出荷ができるのです。 
 
３ スイス 

有機認証機関 

有機認証機関（ビオ・インスペクタ）は

国内の８０％以上もの有機品目を検査して

います。また、約１,２００社の食品加工会

社の製品に対する検査や認証も行っている

そうです。その検査は、全て消費者側の要

望からで、安心、安全、健康、環境に配慮

した農産物が欲しいということの表れだと

思います。また、外国産の有機品目が国内

に輸入されたとしてもスイスで使用してい

る有機の基準で検査します。 
 

 
ユングフラウヨッホの帰り（ニコルちゃん） 

 

４ イタリア 

（１）グリーンツーリズム施設  
イタリアのミラノから３０km離れた郊外

のモリモンドという町にある施設に行きま

した。この施設は、経営面積７５ha で、主

に陸稲２品種（アルボリオ・カンナローラ）

をリゾット用に栽培しています。 

ここで収穫した食材（５０％）を使ってレ

ストランも経営しています。レストランは、

１００席、年間８,０００人のお客さんが訪

れます。このような経営を目指す私にはと

ても参考になりました。 

 
グリーンツーリズム施設にて 

 
（２）総合卸売市場 
 この市場は、８０万㎡敷地を有し、 
１２５社の卸売業者と１１０社の販売ブー

スがあり、魚貝、食肉、青果あわせて年間

１００万トン取り扱っています。輸入が７

３％で輸出が３３％です。 

多彩な野菜と種類の多さに驚きました。 
 
まとめ 
 今回の海外研修を通じて知り合った１４

人の仲間は自分の宝物です。今後、この仲

間とともに埼玉の農業を発展させていきた

いです。 
 私は、今の直売経営を発展させて農家レ

ストランや農業体験などのグリーンツーリ

ズム事業の着手を目指していきたいと思い

ます。 
終わりに、この研修を御支援していただ

きました社団法人埼玉県農林公社並びに、

さいたま農林振興センターの皆様に御礼申

し上げます。  

本当にありがとうございました。  
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日本との調理方法の違いについて 
 
 

２班 鶴ヶ島市  守屋 裕介  
 
 
 
 

はじめに 
 私は埼玉県農業大学校を卒業して、川越

の農家に就職しました。この農家では、主

に季節の野菜を栽培しています。夏はトウ

モロコシ、エダマメ、冬はブロッコリー、

カリフラワーを作付けし、直売所やスーパ

ー等の小売店を中心に販売しています。 

 私がこの海外派遣研修に参加した理由は、

海外の農業には興味があり、一度は行きた

いと思っていました。研修先もオランダ、

ドイツ、スイス、イタリアと農業が盛んな

国に安価で行けるのも今回しかないと思い

ました。私がこの研修のテーマに掲げた

「調理方法の違いについて」ですが、農産

物を販売する時にただ販売するのではなく、

その野菜にあった食べ方や調理方法を説明

して販売するのとでは印象が違うと思いま

す。そこで、各国の郷土料理を知り、ヨー

ロッパでの食材の利用方法や調理方法を考

え、食べることで味付けや盛りつけ方を知

ることで、農産物の販売での提案の幅が広

がると思い海外研修に参加しました。 

また、生産者、栽培方法、農業事情など

ヨーロッパ農業を始め、ヨーロッパの文化

や風土、ファッションや装飾などの日常生

活等、様々なことを体験し知る良い機会だ

と思い楽しみにしました。 

 

１ オランダの料理 

オランダの料理は、食材の使い方や味付

けが比較的日本と変わらず、すぐ慣れまし

た。北海に面し漁場に恵まれていますが、

特にニシンは多く消費され、オランダで最

も身近な魚となっています。 

ニシンと一緒に盛りつけられたニンジン

は、丸く小さいものが使用されていました。

ニンジンだけでなく、らっきょうも日本で

見るものよりも小さいもので、酢漬けでは

なくサラダのトッピングとして使用されて

いました。 

 
焼きニシン（研修２日目：昼食） 

 

オランダのユトレヒトにあるレストラン

で食べたオランダの伝統料理「ヒュッツポ

ット」という料理です。マッシュポテトの

ような料理ですが、蒸したジャガイモにニ

ンジンやタマネギを加え押しつぶし、中央

の窪んだところに煮込んだ野菜のスープを

入れ、肉団子をトッピングしたシンプルな

料理でした。 

 
ヒュッツポット（研修３日目：昼食） 
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２ ドイツの料理 

 
豚のすね肉（研修３日目：夕食） 

 この料理は、ドイツらしく豚肉の塊がで

ました。ボリュームあるスネ肉と付け合わ

せにザワークラフトというドイツの伝統料

理で千切りしたキャベツの酢漬けとジャガ

イモをビアホールで食べました。キャベツ

の酢漬けはそのまま食べるのと酸っぱいの

で、油が強いスネ肉と一緒に食べてちょう

ど良い感じでした。このスネ肉を完食した

人は私を含め数人で、とてもヘビーでした。 

 
 サンドウィッチにイチゴやビスケットを

のせ、可愛いドイツの朝食です。 
 
３ スイスの料理 

 
ビーフシノワース（研修６日目：夕食） 

これは、ビーフシノワースというスイス

の料理で、油をたぎらせた鍋の中に牛肉を

入れ、いろいろな野菜の薬味をつけて食べ

る料理で、いわゆるミートフォンデュです。 
他にチーズの断面を直火で温め、溶けた

ところをナイフなどで削いで茹でたジャガ

イモにからめて食べるラクルットという料

理も食べました。 
 
４ イタリアの料理 

 
リゾット（研修８日目：昼食） 

これはサラミを使ったリゾットですが、

ほかにもパルメザンチーズをたっぷり使っ

たものもありました。パスタ、ピザともに

本場だけあって最高においしかったです。 
  
まとめ 

４か国、１５施設、１０日間の研修は、

①天敵農法や有機栽培での環境保全型の農

業の実践、②機械化による低コスト生産で

の大規模経営、③農産物流通における検

査・認証の基準のグローバル化、④地産地

消とブランド化を武器にしたグリーンツー

リズムと直売方法、⑤ヨーロッパの米生産、

⑥農産物加工による付加価値販売 の現状

を研修し、大変参考になりました。 

 さらに、各国の伝統・郷土料理、食材の

使用方法、料理方法や盛りつけは、今後の

農産物の販売方法に必ずプラスになると確

信しています。ただ、ドイツだけだと思っ

ていたジャガイモ料理が各国で頻繁にでて

きたことには驚かされました。おかげで体

重も・・・ 
 今回、１０日間だけでしたが日本食がど

れだけおいしいかが痛いほど解りました。 
 最後に、この研修を支援して頂いた関係

団体の皆様を始め、団役員及び研修生の皆

様に感謝申し上げます。貴重な経験をさせ

て頂き、本当にありがとうございました。 
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農業青年海外派遣研修を終えて 
 
 

１班 日高市  寺島 甲浩  
 
 
 
 

はじめに 
私は就農して間もなく２年が経ちます。 
私の家は、露地でカブのみを栽培、漬物

加工会社等に出荷しています｡ 
そのため､仕事上で他の農家との連携が

薄いこと､消費者と接する機会が少ないこ

とから､この度の研修で視野を広げる良い

機会となりました。行って見ないと解らな

いこと、書面では表現の難しい食事の味や

香り､ものに触れ､見て体験することで食文

化を学ぶこと､そして「横の繋がり」とな

る仲間づくりを重要と考え参加しました｡ 
 

１ オランダ 
（１）アールスメア花き卸売市場 

場内には、全長１１km もの運搬用天吊

レールが完備､コンピュータ化したセリ場、 
２,０００席のバイヤー専用座席､試験検査

室があります｡バイヤーは高齢者が多い印

象でしたが､若者は自宅のインターネット

からセリに参加しているそうです｡場内に

は美容室もあり､お洒落な髪形の作業員も

見掛けました。セリは下げ方式で商品が売

れ残らない仕組みとなっています。 
 

（２）花き生産農家(Tropisch Rosenland) 

海抜マイナス４ｍ、約５,０００㎡の敷

地に建てた４棟のビニルハウスで近代的な

栽培が行われていました｡ 
当初は､イチゴを栽培していましたが､収

穫期以外の時期にも出荷させるため､花の

生産を始めました｡バラ生産の主は母の日

に出荷しますが､花(特にバラ)はオランダ

の文化として日常生活での装飾に欠かせま

せん｡育て方は現在の日本と同じですが､花

は小さめです｡昔は需給関係を重要視して

いましたが､現在はポンド相場に左右され

ることと、アフリカからの輸入との競合の

ため､花をブランド化させ価値を高めてい

ます｡また、若者からは市場でなく直接販

売を望む動きがあり､直売やレストラン等

の観光農園も導入するなど活動的でした｡ 
 

（３）消費者向け花市場(運河花市) 

アムステルダム運河の一角には｢花屋通

り｣があり､花屋が集中しています｡私が印

象に残ったのは多種の食虫植物や日本では

禁止されている大麻も販売していました｡ 
 

（４）スーパーマーケット(MARQT) 

直売所風で有機農産物の取扱いが多いの

が特徴でした。日本のスーパーと同じく食

料品は大体揃っていました｡支払いは現金

ではなくカード払いのみ対応しています｡ 
 

（５）トマトワールド 

北海から近く､ハーグ南部のウエストラ

ンド市、ここでは地球温暖化の原因である

ＣＯ２を農業に有効利用する環境ビジネス

が多く､一帯に温室が集中しています｡近年､

日本由来の“旨み”をテーマにしたトロス

トマトを６０種類研究しています｡グラス

ウールを使った栽培方法で､大部分がコン

ピュータ制御されています｡生物農薬が導

入され､害虫別の益虫を用意しています｡機

械が好きな私は、大型発電機にも興味を魅

かれ､Ｖ型１６気筒で５,０００馬力のエン

ジンには驚かされました。 
 

２ ドイツ 

（１）果樹農家(OTTO SCHMITZ-HUEBSCH) 

ドイツで唯一の果樹博物館で､敷地内は

農場の他に直売所､博物館､カフェ等施設が

あり､主にリンゴ栽培しています｡戦時中は

約１,５００円／個の高値でしたが､現在は、

スーパーで約２ユーロ／kg､この直売所で

１.２ユーロ／kg､組合では０.５ユーロ／

kg の価格です｡平均気温は１０℃、雹害を

防ぐため、６年前から防雹ネットを使って
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います｡年間降水量は４００mm と少なく､

若い樹には散水しています｡貯蔵している

リンゴは全て直売しています｡農地代は約

６００万円／ha です。リンゴの利益は、 

３５ｾﾝﾄ／kg ととても率が良いそうです｡ 
 

（２）グローバルＧＡＰ 

製品にＧＡＰのロゴの記載がないので､

消費者にはＧＡＰ認証されているかは解り

ません｡基準を作成する時は生産者と販売

業者が半々で決めています｡認証の対象は

生産工程に特化していますが､農産物に限

らず､漁業等も幅広く受け持っています｡ 

こうした取り組みは世界的に浸透する傾向

にあるので､とても参考になりました。 
 

３ スイス 

（１）有機認証機関(BIO INSPECTA) 

有機農産物は、化成肥料や農薬を一切使

っていないため､窒素分を確保するため肥

料として家畜の生糞尿を使用し､除草処理

も機械や手作業で行っています｡ 

有機認証であるＢＩＯは、高価格の設定

ですが､スイスでは消費者の生活水準も高

く､ＢＩＯ認証を受けた農産物が多く支持

されている印象を受けました。 
 

（２）山岳酪農農家(Alfred Kolb FARM) 

ルッチェン渓谷にある人口２８０人の小

さな村､山岳の谷間にあります。ここは、

標高６００ｍから１,５００ｍの山岳地で

２７ha の草地を使用しています｡牛乳の年

間出荷量は８５,０００ｔです｡高原の牛に

は飼料は与えず､自生している草のみを食

べさせています｡この酪農組合では３人の

チーズ職人が働き､８０頭の牛から６.５ｔ

のチーズを生産しています｡製造されたチ

ーズの脂肪分は７５％になります｡ 
 

４ イタリア 

（１）グリーンツーリズム施設 

７４ha の敷地に米･麦･トウモロコシ・

牧草などを栽培しています｡米はＡＲＢＯ

－ＲＩＯとＣＡＲＮＡＲＯＬＩの２種､料

理の用途はリゾット用です。トラクタはス

ーパーカーで知られるランボルギーニ製で

した｡施設内にはレストランがあります｡ 
 

（２）ミラノ生鮮食品卸売市場 

ミラノ最大の青果市場で総面積は８９万

㎡、1日の平均来場者数は９,０００人､年

間物流数は１００万ｔ､輸入品は１６％､輸

出品は２０％を取り扱っています｡卸ブー

スは１２５軒、直売ブースは１１０軒あり

ます｡印象は、日本の市場と比べると野菜

より果物類が多い印象でした｡２０１５年

には施設を移転する計画があるそうです｡ 
 

（３）米栽培農家 

９０ha の敷地で､主に米と飼料用が半々

の米栽培をしていました。他に乳牛が飼育

され、イタリアで最初に導入された全自動

飼育設備で機械化されていました。頭あた

り３０～４０ﾘｯﾄﾙ／日の搾乳量があります｡

現在１２０頭が搾乳､１８０頭の子牛､４０

頭が乾乳の計３４０頭を飼育しています｡ 
 

（４）米加工会社 

１８６７年から３００ha の土地に稲作

と米の加工を行っています｡昔はトラクタ

がなく､３０軒の農家が農耕馬を使った作

業をしていました｡３０年前は１７人が働

いていましたが､現在は機械化により３人

だけです｡印象は「質より量！」桁違いな

面積をこなしている分､１００kg の収穫量

に対して歩留まり６０％となっています｡ 
 

まとめ 

なでしこジャパンの活躍を本場で見て､

天気にも恵まれ充実・堪能した研修でした｡

Ｏ１０４の影響で生野菜をあまり食べるこ

とができず残念でした。研修中は興味本位

で行動してしまい､班長としての役割は添

乗員任せになってしまい､お世話になりっ

ぱなしでした｡ありがとうございました。 

 
↑これ完食！ 
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イタリアでの米栽培 
 
 

１班 東松山市  鹿田 明  
 
 
 
 

はじめに 
 私は今年の１月から親の米、麦、大豆を

主体とした農業経営を継ぐため、脱サラし

就農しました。 
農業とは全く関係のない業種からの転職

のため、農業に関する知識や経験がほとん

どなく、今回の第３２回埼玉県農業青年海

外派遣研修は、今後の農業経営に少しでも

プラスになるものがあればと思い参加させ

て頂きました。 
 今回の海外研修では４か国、１５か所の

視察先がありましたが、私が米栽培を行っ

ていることもあり、後半に訪れたイタリア

での米栽培について報告をさせて頂きます。 
 

 
田んぼが広い 

 
１ 米栽培を行っていた視察先① 
 研修７日目、グリーンツーリズム施設の

視察先として訪れた農場です。 
ここでは７５ha の農地があり、その約

９割の農地で米を栽培しています。栽培品

種は、カルナローリとアルボリオの２種類、

共にリゾット用の米とのことでした。 
 栽培工程は、冬に耕起、春に均平化（レ

ーザーレベラーを使用）、４月に播種、４

月と５月に除草剤散布（防虫剤は使用しな

い）、苗が１０cm に育ったら潅水、９月

中旬から収穫とのことでした。 
耕起にはロータリーを使用せずプラウで

反転耕起するようです。（納屋には４連の

リバーシブルプラウがありました） 
反転耕起後の凸凹は、レーザーレベラー

を使用して平らにしていきます。 
播種はパワーハローと一体化した播種機

（播種条数は２６条）を使い均平化で固く

なった表面を砕きながら播種します。また、

播種作業は２人の作業者で７０ha 近い面

積をたった４日間で播き終えるそうです。 
 刈り取りは外注しているそうですが、乾

燥などは自前で行い、２２ｔの乾燥施設と

１８０ｔの貯蔵施設が２塔ありました。 
 

 
１８０トンの貯蔵施設が２塔 

 
収穫した籾米は、水分を約１２.５～ 

１３.０％に乾燥し、貯蔵しているそうで

す。日本では１４％以下になると食味が落

ちてしまうためここまで乾燥させませんが、

リゾットなどの加工用米ということで食味

はあまり気にしないのかなと思いました。 
 収穫量については、カルナローリが 
１００ｔ（２０ha）、アルボリオが３００

ｔ（４７ha）とのことでした。反当たりの

収量を計算すると５００kg と６３８kg と

なるので、ちょっと驚きです。 



- 19 - 

２ 米栽培を行っていた視察先② 
 研修８日目、米栽培農家の視察先です。

ここでは、米の栽培を４５ha、飼料（トウ

モロコシ、大豆）の栽培を４５ha、計９０

ha の農地を所有しています。その他、乳

牛の飼育も行っており、牛乳やチーズなど

も販売しています。 
乳牛の厩舎の見た目は、時代を感じさせ

る古い作りになっていましたが、室内は機

械化され全自動で飼育ができるようになっ

ています。糞尿の掃除や乳搾りまでの作業

は一切人手をかけずに行われ、厩舎に人が

入ることは、ほとんどないとのことでした。 
この農家では酪農を行うことで、農産物

の飼料を家畜が食べ、家畜の糞尿を堆肥と

して畑にまく、堆肥により土壌が良くなり

農作物が育つという循環型の農業が行われ

ています。 
ここでは使用しているトラクタなどすべ

てがジョンディア製品を導入しています。

導入理由を聞いてみると、とにかく壊れな

いとのことでした。 
米の栽培について詳しい話を聞きたかっ

たのですが、米栽培以外の話も多く、時間

に限りがあったため、いろいろ聞けなかっ

たのはちょっと残念でした。 

 
２ユーロ／kg 

 販売されていたカルナローリ米ですが、

日本で買うと約２,０００円／kg、改めて

関税ってものを意識させられます。 
 
３ 米栽培を行っていた視察先③ 
 同じく研修８日目、米加工会社の視察先

です。加工会社ということで精米された米

を加工している会社と思っていたのですが、

実際に行ってみると籾米を精米することが

加工でした。また、この会社は３００ha

もの農地を所有するとともに、米の栽培も

行っています。 
 米の栽培については、３００ha の面積

を３０年前は１７人で作業していたそうで

すが、現在では、３人で作業しているとの

ことです。 
作業者の削減を可能にした大型機械を見

せて頂きましたが、機械も大きかったです

が、格納している建物もちょっとした展示

場ほどの大きさがありました。 

 
でかい 

 
まとめ 
 今回の研修では経営規模や風土の違いは

ありましたが、米の栽培について、いろい

ろ学ぶことができました。 
米の栽培以外にも様々な経営スタイル、

農業に関する考え方を見ることができ良い

経験をさせて頂きました。 
また、研修以外にも一緒に参加した団役

員や研修生の皆様と交流でき大変有意義な

時間を過ごさせて頂きました。 
 最後に、今回の研修に御支援いただきま

した関係団体の皆様に改めて御礼申し上げ

ます。 
ありがとうございました。 
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海外研修を終えて 
 
 

２班 皆野町  浅見 和文  

 
 
 

はじめに 
 私は就農して２年目で、モモ、ブドウ、

クリ、シイタケを栽培し、小規模ながら生

果での直売を中心とする観光果樹園を経営

しています。就農後から観光果樹園として、

もっと幅の広い経営をしたいと考えていま

した。 
 そこで、今回の海外派遣研修に参加し、

ヨーロッパの農業の経営、販売、またグリ

ーンツーリズム施設や農場の多角経営の現

状について学び、知識を深め、今後の農業

経営に役立てたいと考え参加しました。 

 
スイスにて 果物直売所 

 
１ オランダ 花き生産農家 
 オランダの花き生産農家を視察しました。

ここは海面より４ｍ下にあり、気候に恵ま

れ、花などを栽培するのに適した環境だそ

うです。温度、湿度、日照が全てコンピュ

ータで管理できるビニルハウスで、主にバ

ラが栽培され、潅水は雨水を活用し栄養分

を混ぜ点滴潅水方式、充実した設備で花き

栽培が行われていました。また、この農家

では花き栽培だけでなく、観光農園、レス

トランや直売所も経営し、この施設でフラ

ワーアレンジメント教室も行われているそ

うです。この経営者の話では、農業経営と

経済の流れを一緒に勉強して、市場出荷で

はなく、消費者のニーズに応えられるよう

に自分自身で販売方法やルートを開拓して

きたそうです。 

 
コンピュータ管理されたバラ栽培 

 
２ ドイツ 果樹農家 
 ドイツでリンゴを中心とする果樹農家を

視察しました。ここではリンゴ２９ha・ 

１９種類、洋梨３.５ha・４種類、サクラ

ンボ(雨よけハウス使用)２.５ha・１２種

類が栽培されていました。 

また、１,２００ｔの収穫物の貯蔵が可能

な保冷室を要し、収穫物の全てが農場内の

直売所で販売されているそうです。リンゴ

栽培に関してはわい性台木を利用した低樹

高栽培、果実に袋掛けはしない、労働時間

の短縮を優先的に考えた栽培をしているよ

うに感じました。この農家では収穫量の 

１５％をリンゴジュースに加工し、直売所

に隣接したカフェではアップルパイなどが

販売されていました。この農家のように、

生産・加工・販売までを農家自身がおこな

うことで、廃棄率も減少し効率的に利益が

得られるように感じました。 

私たち日本人は、より高品質なものを作

ることを目指して作業に手間や時間をかけ

ている傾向にありますが、この農家では、

ある程度の品質以上のものを大量に生産し



- 21 - 

ているようで、これが日本と海外の農家と

の考え方の違いのように感じました。 
ただ、家族中心の労働力での果樹農家が

これだけの栽培面積、設備を整えて経営し

ていることにとても驚き、また参考にした

い部分もたくさんあり、勉強になりました。 

 
農場隣接の直売所のリンゴ 

 
３ イタリア グリーンツーリズム施設 
 私は観光果樹園の経営に携わっているた

め、この施設には大変興味がありました。 
この農家では７５ha の敷地を保有、農

場では牧草、米、麦を減農薬で栽培し、牛、

豚、家畜類が飼育されていました。農場内

に農畜産物を利用したレストランを持ち、

このレストランで昼食をとりました。レス

トランは木・金・土・日曜日の週末のみの

営業で１２時～１５時３０分と１６時３０

分～２０時に限定しています。客は、ミラ

ノ(約３０km 圏内)に住む人が多く、とて

もにぎわっていました。 
グリーンツーリズム施設と認めてもらう

ためには、レストランの食材の５０％以上

を地元の農産物を使用しなければならない

そうです。グリーンツーリズムと認可され

ると行政から助成金を受けられるメリット

もあるようですが、地元農産物の使用が５

０％を割った場合には罰則があるそうです。 
日本とヨーロッパとでは、グリーンツーリ

ズムに対する国の対応や消費者の認知度や

考え方も異なっていると思いますが、今後

日本でも普及していく可能性はあるように

思えました。このようなグリーンツーリズ

ム施設を見学し、実際にレストランで食事

をして体験できたことで、今まで以上に興

味を持ちました。 

 
グリーンツーリズム施設 

 
まとめ 
 私は農業の仕事をするようになってから

色々なことに興味を持つようになり、いつ

か海外の農業も見てみたいと考えるように

なりました。今回短期間ながらこのような

機会をいただき、自分にとってとても貴重

な経験をさせていただきました。 
この研修を通じて日本とヨーロッパとの

農業の違いを体感しました。日本の農家と

比較すると視察した農家の大半は、大規模

で経営の主となる農産物の販売のほかに消

費拡大のために様々な工夫を凝らしていま

した。どの農家も主となる農産物を有効活

用して経営しているように感じました。 
 私は昨年就農して、これからの農業経営

に不安を感じることも多くありますが、こ

の研修に参加したことで新たな可能性も見

つけられた気がします。 
 最後に、研修を支援していただいた関係

団体の皆様、団役員や研修生の皆様に感謝

申し上げます。 
ありがとうございました。 

 
スイス 絶景でした！ 
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ヨーロッパ研修を終えて 
 
 

１班 美里町  今井 笑  
 
 
 
 

はじめに 
 私は就農して１年になります。 
私の家の経営は養豚が中心ですが、稲作

協業組合で水稲、飼料用稲と麦の栽培を行

っています。今回の研修で、ヨーロッパの

農業形態や生産者の考え方や技術を学び、

今後の農業経営にいかしていきたいと思い

この研修に参加しました。 
 
１ オランダ 
（１）アールスメア花き卸売市場 

 この花き市場では、約１万人が勤務し、 

約４,０００人の組合員、約５,０００社の

業者が取引を行い、年間４０億ユーロの取

引が行われているそうです。市場があるア

ールスメールという場所は元々イチゴ栽培

が盛んでしたが、バラの生産が始まり現在

のような一流の花生産地となり、オランダ

で一番の花き市場になりました。商品の売

買はすべてコンピュータを使ったセリが行

われ、セリの会場ではコンピュータと現物

での見た目や花きの検査結果が一目でわか

るように表示されていました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
セリの様子 

 

（２）生物農薬会社（トマトワールド） 

 現在、この会社の試験場では約６０種の

トマトを栽培しています。栽培環境はすべ

てコンピュータで管理されていました。益

虫が害虫を除去する天敵農法の効果を高め

るため天敵メーカーの職員が農場に毎週来

て益虫と害虫の状態を確認するとともに、

施設内環境がベストな状態を保つための栽

培指導を行うなどしっかりとしたサポート

の中でトマトを管理していました。 
 
２ ドイツ グローバルギャップ本部 

ＧＡＰ（Good Agricultural Practice：

農業生産工程管理）とは、農産物を生産し

出荷するすべての工程において、環境や動

植物へ負担をかけず、かつ労働者の安全を

管理するとともに、作業や工程を記録し、

見直しや改善を行い、より安全な生産工程

が確立でき適正な農業を実践することです。 

ＧＡＰ設立理由～現在の状況や組織～将

来の展望までをＧＡＰ本部で説明を聞きま

した。ＧＡＰの認証を受けることで、１つ

のブランドとして農産物を安全に生産でき、

安心して消費者に提供できることを知りま

した。しかし、ヨーロッパと日本とでは消

費者と生産者の考え方が大きく違うと感じ

ました。日本でＧＡＰを普及させるために

はＧＡＰ制度の周知を図るとともに、ヨー

ロッパの考え方に近づけるため消費者や生

産者の意識の醸成を図る必要があると思い

ました。 

 

３ スイス 山岳酪農農家 

 この酪農農家では、乳牛を飼育し牛乳を

出荷するほか、チーズ等の加工食品の原料

として使っていました。乳牛の品種はシー

メンタール牛とレッドホルスタイン牛を交

配させた赤い斑点牛で、日本の乳牛（黒い

斑点のホルスタイン）とは異なる品種でし

た。１頭当たりの年間搾乳量は６,０００
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㎏、産歴は平均１３産～１４産で日本と大

きく異なっていました。 
 
４ イタリア 
（１）グリーンツーリズム施設 

イタリアのミラノから約３０㎞離れたモ

リモンドという町にある施設を視察しまし

た。この施設では経営面積７５ha、主に陸

稲２種類（アルボリオ：４７ha・３００ｔ、

カルナローラ：２０ha・１００ｔ）をリゾ

ット等の加工用の米として栽培していまし

た。さらに、レストランも経営し年間 

８,０００人もの来客があると話していま

した。レストランで提供する料理の食材の

うち５０％以上をこの施設から供給するこ

とがグリーンツーリズム施設の条件のため、

食材として牛、豚や鶏などの家畜、観光用

としての馬なども飼育して、この動物の飼

料として栽培した稲わらなどを活用してい

ました。 

 
広い面積での稲作 

 
（２）米生産農家 

 総面積３００ha を３人で作業するため、

この農家では機械化を進めていました。米

の乾燥作業では、日本と大きな違いはあり

ませんでしたが、１つ１つの機械がとても

大きくて驚きました。  
米は陸稲で、作業はトラクタで畑を耕耘

しながら筋をつけて、同時に播種する手法

で日本の稲作とは全く違う栽培方法でした。

日本でもこの手法で米を栽培できるように

なれば作業効率がかなり上がり、コストを

削減して米生産ができると思いました。 
 
 

まとめ 
 今回４か国、１５か所の視察を行いまし

た。どの視察先もとても良い勉強になりま

したが、特に印象深いところを中心に報告

書を作成しました。 
ヨーロッパは私の思っていた以上の面積

や手法で農業を行っていましたが、日本の

技術の方が優れていることをたくさん見つ

けました。しかし、環境や動物に対しては

ヨーロッパの考えの方がはるかに上でした。

また、今回の研修では、ヨーロッパの考え

方を日本にあてはめると少し難しいことも

多く、どうすれば日本に取り入れることが

できるのだろうか？と考えさせられること

が多かったのも事実です。 
今後は、この研修で学んだことを日本農

業の良い点をいかしつつ、生産者の一人と

して消費者に農業の魅力を伝え、良い点を

アピールして農業を知ってもらいたいと思

いました。また、海外の食文化に触れ、食

べてみなければ解らないことがたくさんあ

りました。生産者が満足していても、自分

で栽培したものなので固定観念が優先して

しまうので、多くの方に試食をしてもらい、

感想を聞き反映しより良いものを生産でき

るよう努力していきたいと強く感じました。 
最後に、この研修に参加したことでたく

さんの仲間に出会い意見を交わしあうこと

で１０日間とても有意義な時間を過ごすこ

とができました。経営品目は違うけれども、

それぞれが自分の目標をしっかりと持って

農業に携わっていることを知ることができ

たので、私もより一層やる気を出して農業

に日々励むことができそうです。この機会

をいただき関係者の皆様、本当に感謝申し

上げます。ありがとうございました。 

 
やっと見つけたプールにて 
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ヨーロッパにおける環境保全型農業 
 
 

２班 深谷市  今井 貴昭  

 
 

                                          
 

はじめに 
 私は就農して２年目、深谷市でトマト、

ブロッコリーを中心に、ネギ、トウモロコ

シ等を栽培しています。 
 今回の第３２回海外派遣研修に参加し、

日本と違うヨーロッパの農業を、見て・聞

いて・感じて学んできたいと考えました。 
また、近代的で先駆的な事例を実際に体験

することで、自分の知識を広められるとと

もに、今後の農業に対する自分の考えを見

直す良い機会だと思い、今回の研修に参加

させていただきました。 
そして、４か国の農業を体験してきたこ

とをいかし、これから農業を経営していく

中で、自分の視野を広げていく良いチャン

スにもなりました。 
 

１ トマトワールド!! 

トマトワールドでは、主に生物農薬につ

いて説明を受けました。ＥＵ内でもトップ

クラスの野菜生産量を誇るオランダで、コ

パート天敵防除開発会社からトマトの病害

虫に対しての天敵となる益虫の供給を受け、

ビニルハウス内に益虫を放し、その自然淘

汰力により害虫を駆除するという天敵農法

を行っている施設、近代的なハウスとシス

テムで運営されていました。 
生物農薬については、環境を考えていく

なかで、減農薬または無農薬栽培に繋がる

ものなので以前から興味があるものでした。

また、約６０種類の大小様々な種類のトロ

ストマトの派生系統が栽培され、その他に

新しいトマトの開発もしていました。新し

いトマトの開発は、種子の価格が高いこと、

一つの品種を作るのに７年間もかかること、

時間や費用がかかることがわかりました。

新しくできた品種は企業が専門的に栽培し、

その後、一般の農家での栽培を行うとのこ

とでした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
It’s a Tomato World 

 
温室は、日照・温度・潅水だけでなく 

ＣＯ２の管理もコンピュータ制御によって

管理されていました。日本では排出される

ＣＯ２を抑制する取り組みはありますが、

積極的に利用するということはまだ少なく、

地球温暖化対策で先進するオランダが象徴

され、このビジネスから学ぶべきことが多

くあると感じました。 
害虫の防除は天敵を使い、農薬を使用せ

ずに栽培しているそうです。天敵は自然の

虫を使うために、麦の種類を置きその中に

トマトの害虫の天敵を発生させるようにし

ていました。ですが、害虫に効果のある交

配疎外のあるフィルムも使用していますが、

自然の益虫だけでは防除が追いつかないの

で、コパート社から天敵となる卵も購入し

益虫を補給しているそうです。さらに、毎

週コパート社の職員が益虫と害虫のバラン

スを診断するため来所するそうです。 
天敵農法を確立するためには、植物の生

育状況の観察、害虫発生状況の観察・確認

を毎日行い益虫と害虫のバランスを保つこ

とが大切だということを学びました。 
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２ 環境保全型施設栽培農家 

環境保全型施設栽培農家として天敵農法

を導入しているトマト農家を視察しました。

驚いたのは個人で約６ha の施設栽培面積

という規模の大きさでした。 

この農家では、バクテリアも活用して栽

培しているため、天敵農法だけで栽培して

いませんが、化学的な農薬を使わないよう

に栽培していました。また、潅水時の余分

な排水を集め、紫外線で消毒し再利用して

いました。さらに、収穫したトマトを水流

で運搬するシステムを使って運び、そのま

まの状態で次の機械で出荷用の箱詰めを行

っていました。この設備は、カメラで色や

大きさを判別して箱詰めされるそうです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

個人でも工場ですね!! 

 
３ Ｇｌｏｂａｌ ＧＡＰ 

ＧＡＰとは、日本語で「農業生産工程管

理」と訳されます。ＧＡＰは、環境への影

響の軽減、食品の安全性の確保、労働者の

安全の確保や健康の維持を図ることを目的

としています。栽培の全ての過程を管理し、 

その管理規定を認証する世界で基準とされ

る機関です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Global GAP 

ＧＡＰの認証を受けることは、ヨーロッ

パの農業では必要で、認証を受けるために

は、厳しい基準・審査をクリアしなければ

なりません。基準を時代に合わせるため、

本部では４年をかけて今年の１月にも新し

い水準に更新したそうです。また、国や風

土によって栽培方法が違うことから、本部

では最低の水準だけを世界の共通とし、そ

の団体ごとにより高い基準を作成すること

が重要とのことです。生産性や労働条件の

向上を目標としていることから、すぐに実

行できない場合でも低いレベルから始め、

いつかはＧＡＰの水準に合わせられるよう

努力することが大切だと話していました。 
 

まとめ 
 私は、「自分の経営とは無関係の研修先

でもプラスになる何かがあるはず」と研修

に臨みました。研修では想像以上に有意義

に、そして良い収穫ができました。初めて

海外の農業に触れたことで刺激となり、私

にとって大きな財産となりました。 
この報告書は、環境に繋がった印象に残

った視察先に絞り記載しました。ヨーロッ

パの農業は、日本とは規模の違い、農地の

広さには圧倒されました。逆に量よりも質

を重視する農家もいるということを知りま

した。環境を考慮するという面では、国政

の違いもあり、日本よりも進んでいるとい

うことを再確認しました。食品の安全性を

重視しながら、環境や労働者に対しての配

慮の差を感じました。 
 最後になりましたが、今回の研修が有意

義となったのも関係者の皆様、農協観光の

皆様、そして、一緒に研修に行った団長を

はじめとした団員の皆様の支えがあったか

らです。心から感謝とお礼を申し上げます。 
本当にありがとうございました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

世界の車窓から… 
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ヨーロッパ研修を終えて 
 
 

１班 深谷市  伊藤 祐治  
 
 
 
 

はじめに 

 私は、大学で会計を勉強し、会計分野の

仕事に従事した後、昨年から深谷市の採卵

用養鶏場にて勤務し、農業に携わっていま

す。 

 この度の研修では、ヨーロッパ４か国の

様々な農業の現場を視察し、また同行した

埼玉県内の農業従事者との交流を深めるこ

ともできたことは大変有意義な１０日間で

した。 

さらに、視察の合間を利用して訪れたス

イスのユングフラウは、壮大な美しさで世

界の広さを感じさせてくれました。 

 

ユングフラウ、いいところでした 

 

この研修を通して以下の２点について大

きく感銘を受けました。ひとつは、人件費

削減のための合理化・機械化が積極的に行

われている点ともうひとつは農業の保護の

ためのさまざまな活動・教育が行われてい

る点です。 

 
イタリアの米農家イケメンです 

 

１ 人件費削減のための工夫 

 欧州では賃金が比較的高いこともあり、

人件費削減についてはどの農家も積極的に

取り組んでいるように見受けられました。 

たとえば視察した上の写真のイタリアの

米農家では、３００ha の農地を３０年前

までは１７人で耕作していましたが、大規

模な機械化を図ることで、現在では３人で

行っているとのことでした。 

また、ドイツで訪れたリンゴ農家では日

本製のロボットを導入して出荷作業の人員

を半減させているとのことでした。とはい

え、過度に過密なスケジュールで働いてい

る印象はなく、責任者を複数用意し、長期

休暇を交代しながら取っている現場も見受

けられました。この点、日本では休みを取

ることができず疲弊した印象を受ける農家

をよく見かけますが、時間をお金、すなわ

ち機械で買うという現場を見ることができ、
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今後の時間の使い方について考えさせられ

ました。 

 

 
１個３０円の卵！！ 

 

２ 農業保護について 

 農業の保護として、まず農家の所得の金

銭的な保護、そして農作物の安全性を保証

することによる産業の保護の両面を視察す

ることができました。 

まず、金銭的な保護ですが、直接的な金

銭支払による補助の割合が日本の個別所得

保障制度などよりも高く、たとえば視察し

たスイスの山岳地帯の酪農農家では収入の

半分を補助金で得ているとのことでした。 

次に、農作物の安全性を高め、農業の信

頼性を高め、もって産業を保護するといっ

た施策ですが、ＧＬＯＢＡＬ ＧＡＰが農

作物の生産過程・流通過程までも含めて安

全性確保のためのマニュアルを作り、その

遵守状況をＢＩＯ ＩＮＰＥＣＴＡといっ

た認証機関が定期的にチェックするという

仕組みが確立されていました。 

これらの農業保護はすべてコストがかか

ることであり、最終的には消費者の負担増

となりえます。たとえば鶏卵の小売店での

販売価格は、スイスで約７００円（９個

入）とわが国の数倍以上の価格となってい

ました。 

こういった価格であっても環境保全や農

業保護・安全性確保のために消費者が受け

入れるのが幼少期からの教育や啓蒙活動の

結果という話も伺え、「良いものは高い」

という至極当然の、首尾一貫とした考え方

を痛感させられました。 

 

まとめ 

今回の研修では日本とは異なる文化での

農業を通して考えさせられることも多く、

大変有意義でした。 

わが国で流通している多くの農作物は低

コストを追及しがちになっていて、安全性

のアピールが足りないように思えますが、

両者のバランスを取った農業のために自分

に何ができるのかを今後も考えていく所存

です。 

 最後に、今回の研修ではかなり自由を満

喫させていただきました。この第３２回埼

玉県農業青年海外派遣研修を支援してくだ

さった社団法人埼玉県農林公社を始め、県、

深谷市等の関係機関の皆様並びに１０日間

を一緒に過ごした団役員と研修生に感謝申

し上げます。 

ありがとうございました。 

 

最高の研修団１８人！ 
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海外研修を終えて 
 
 

１班 深谷市  清水 正樹  
 
 
 
 

はじめに 
 はじめに、第３２回埼玉県農業青年海外

研修に参加させて頂きありがとうございま

した。 
 私は、就農して２年目になります。その

ため農業の知識、経験ともにまだまだ浅い

ので、今回の研修でヨーロッパの農業形態

や経営方法などを学び、農家としての視野

を広げ、将来のいかせればと思い参加しま

した。 

畑がどこも広い 

 
１ オランダについて  

  トマトワールド 

 当初は、生物農薬会社コパート社

（koppert）に訪問する予定でしたが、担

当の急な出張により、コパート社の生物農

薬を使用するトマトの試験場、トマトワー

ルドへ視察に行きました。ここでは土壌の

代わりにグラスウールを使用し、点滴で養

分を与え栽培していました。 
 使用している生物農薬は、トマトを受粉

させるためのマルハナバチ。これは１０～

２０週程度で交換するようです。また、

所々にムギの生えた鉢がありました。よく

見るとたくさんのダニがいました。このダ

ニにはすでに寄生虫が寄生していて、この

益虫ダニから孵った成虫が、トマトにいる

害虫ダニに卵を産み、殺すようになってい

ます。これらの生物農薬のおかげで化学農

薬を使わずに済むそうです。農薬散布の手

間もなく、環境にも良いようで、とても勉

強になりました。 

トマトワールド 玄関前 

 
２ ドイツでは 

G.GAP（グローバル・ギャップ）本部 

 ＧＡＰとは Good Agriculture Practice

の略で、日本では「農業生産工程管理」と

訳されます。過去にヨーロッパでは、食品

の安全問題が多発したことから、小売事業

者等が安全な農作物を提供することを目的

に、１９９７年に前身となるＥｕｒｅｐ 

ＧＡＰを設立しました。その後、ＧＡＰへ

の参加国が全世界に拡大したことから、 

２００７年にＧｌｏｂａｌ ＧＡＰに変更

されました。目的は「食品の安全性に認証

を与えること」。認証の範囲は種の段階か

ら出荷するまでの生産工程すべてです。 
この本部は認証する機関で農家への指導

は行わず、外部の機関が現地農家等での検

査を実施しています。日本でも８８人の生

産者・団体が認証を取得しています。また、

日本でも同様のＪ．ＧＡＰという団体の認

証制度があり、現在１,０００を超える生

産者・団体が認証を取得しています。 
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３ スイスについて 

  有機認証機関（BIO INSPECTA） 

  スイスにビオインスペクタという有機

認証機関があり、海外含む約５,５００軒

の農家、加工、輸送、販売業者等の有機農

産物に係わる検査や認証を行っています。 
さらに、有機農業の研究もされ、ほ場周辺

花畑をつくり益虫の住みかを確保したり、

除草剤や遺伝子組み換え作物を使用しない

農法等の研究を行っています。 
 スイス国内では、以前から有機由来の食

品が認知され、スイス農家の約１１％が有

機農業で経営しています。また、スイス東

部の州では５割が有機専門のマーケットで

す。消費者からは、有機食品は安全、安心、

環境にやさしい、おいしいという点から評

価を得ています。農家は、有機農産物とい

うブランドとなり付加価値販売できるとい

うメリットがあります。以上のことから、

有機認証の検査が厳しくとも、認証を取得

したいという農家が多く存在するのです。 
なぜ、検査と認証が必要なのか、それは

農家、加工業者と消費者の距離が遠くなっ

たため、信頼よりも認証や検査で安全を確

かめる必要があったからです。１９９７年

までは様々な有機認証検査機関がありまし

たが、国策として有機農業を認知し拡大を

図るため、認証機関がまとまりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ビオインスペクタのマーク 

 
４ オランダでは 

  グリーンツーリズム施設 

グリーンツーリズムとは、緑豊かな農村

での滞在型の余暇活動のことであり、ヨー

ロッパで広く普及しています。 
 

 訪問した農家は、リゾット用の稲作を 
７５ha 作付け、収穫した米は併設してい

るレストランで食事として提供しています。 
 グリーンツーリズム施設とは、提供する

食材の５０％以上は自家製農産物を使用す

ることが義務付けられ、３０％までは他グ

リーンツーリズム施設からの受入が可能と

なっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自家製の米を使ったメロンのリゾット 

 
まとめ 
 今回の海外研修で、知らなかったＧＡＰ

やＢＩＯの認証機関、グリーンツーリズム

等の１次産業だけではない農業の経営形態、

この報告書に記載できなかった直売所を持

つオランダの花き農家やドイツの果樹園、

日本と取扱品目は多少違うが、日本と同じ

雰囲気のするイタリアの卸売市場等の多く

の視察ができてとても勉強になりました。

また、ヨーロッパでの、「食品への安全

性」や「農業が環境に与える影響」の関心

の高さに大きく驚かされました。日本では

ヨーロッパと比べて気温、湿度ともに高い

ため、病害虫の発生が欧州よりも多いと感

じました。また、日本は狭い農地での経営

を余儀なくされていることから、環境に配

慮するより、単位面積あたりの収量を増や

すことを目的に、化学肥料や化学薬品に頼

るしかない状況ということも解りました。 
 将来自分が主体となって経営するように

なったら、今回の研修内容を思い出し、い

かせるように努力したいと思います。 
 最後になりますが、共に視察に行った皆

様、視察先の方々、出発までの指導をして

くださった関係者様方にお礼申し上げます。 
 ありがとうございました。 
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海外研修を終えて 
 
 

２班 寄居町  坂本 竜太郎  
 
 
 

 
はじめに 
 第３２回海外派遣研修に参加させていた

だき、関係者の皆様方に感謝申し上げます。  

私は、家業の養豚経営に就農して２年目、

農業の経験も知識も浅く、ヨーロッパ農業

を実際に見てきて自分の家の経営に少しで

も役立てばと考え、今回の研修に参加しま

した。 

研修では４か国を視察しましたが、往復

の約１２時間の飛行機、１５か所での研修、

視察先への移動と盛りだくさんの内容で、

丸岡団長はじめ研修団の皆様たいへんお疲

れ様でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
花き市場 

 
１ オランダ 
  アールスメア花き卸売市場 

花の国と呼ばれるオランダで、１９６８

年に２つのセリ市場が合併し、視察したア

ールスメア花き卸売市場が誕生しました。

この市場は、近代的な設備を装備し建設が

進められ１９７２年に完成しました。 
この卸売市場に登録している花き生産者

は、市場で開催されるセリに出荷すること

で、商品の販売先の確保や即日に販売代金

の納入が保証されています。花の種類は多

く、オランダ国内で生産された品だけでは

なく、外国の花もセリによって取り引きさ

れています。セリは、全てコンピュータが

使用され、写真のようにバイヤー用の席が

２,０００席も確保されています。セリの

規模は大きく、かつすごい早さで取り引き

されていました。オランダでのセリ（オー

クション）は、花の業界に係わらず最初に

最低下格を決め、一番高い価格から下げる

方法で日本とは真逆の方法となっています。

このセリは、朝６時３０分から開始され、

全商品が売り切れるまで行われているそう

です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ＲＩＮＧＯ 

 
２ ドイツ 

  グローバル（Ｇｌｏｂａｌ） ＧＡＰ 

１９９７年、欧州小売業組合は、ＢＳＥ

や遺伝子組み換え作物といった食品の安全

性に関わる問題への対策として、適正農業

規範（ＧＡＰ）を定めたのが始まりで、設

立当初はユーレップ（ＥＵＲＥＰ）ＧＡＰ

と呼ばれていましたが、参加会員が世界に

拡大したため、グローバルＧＡＰと改称し

ました。ドイツのケルンにある民間の非営

利組織、会員で構成され、主に世界の大手

小売事業者約４０社か加盟し、現在では世

界８０か国以上、１０万件を超える認証件

数となっています。 
こうしたＧＡＰの取り組みは、「環境保

全」、「適正かつ削減した農薬使用」、
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「川など生態系の維持」、「食中毒等の食

の安全リスク低減」、「労働者の安全確

保」を通して「食の安全と持続可能な農業

生産を管理」を実践し、世界に安全な認証

を与えることを最終の目的としています。 

ＧＡＰが認証した農産物の影響力は強く、

ヨーロッパを始めアメリカのスーパーマー

ケットに出荷する場合は、販売に有利にな

るだけではなく、このＧＡＰの認証がない

と取り引きしない小売店もあるそうです。  
 
３ スイス 

  有機認証機関（BIO INSPECTA） 

スイス最大の有機認証機関「ビオインス

ペクタ」を視察しました。農産物と有機農

産物を適正に分類するため、認証基準の作

成や農産物の検査や有機農産物を認証する

機関です。現在、スイス国内だけではなく

５,５００軒もの農家の検査をしています。 

この機関の考え方は、①健康で頑丈な家

畜の飼育、②農薬や除草剤といった化学物

質を用いない、③極力自然の恩恵の受け栽

培する、④遺伝子操作を行わない 農業を

実践することにこだわっています。 

農家はこの機関の検査を年に一度は必ず

受けることが条件で認証され、検査員が抜

き打ちで農場の検査する場合もあります。

違反している場合は、罰金制度、国からの

助成の減額や出荷制限の制裁があります。  

スイス国民の有機農産物の消費量が多い

理由は、健康が第一と考える中で、有機農

業での農産物が多少高くとも安全な農産物

であると考えているからです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
有機認証機関 BIO INSPECTA  

 

４ イタリア 

  グリーンツーリズム施設 

この施設の経営面積は７５ha、リゾット

用の米２品種を中心に牧草や麦を栽培、２

人で管理しています。他に牛、豚も飼育し

ています。施設内の食堂では、この農畜産

物を使用して食事を提供しています。 

食堂は１００席の広いスペースで、年間 

８,０００人もの観光客が訪れるとのこと

です。ここで昼食をとりましたが、地元の

食材を使った料理は生産過程も想像できる

ことで安心感が増し、特においしく感じま

した。 

なお、グリーンツーリズム施設では提供

する食材の５０％以上をこの施設から供給

することが条件になっています。 
 
まとめ 
今回の海外派遣研修の４か国を体験し、

日本とは様々なものが違い、スケールの大

きさに驚きました。毎日食べたその国や地

方の料理、人との接し方、仕事への考え方

等、日本の手法や文化の違いも解りました。 

日本は、外国から比べ遥かに小さい規模

での農業ですが、優れた点も多く、良い品

質や経営している農家はたくさんいると思

います。今後は、この海外研修を念頭に置

きつつ、日本人の考え方や文化に見合った

農業経営ができたらいいなと思っています。 

最後に、この研修の成果をいかしながら、

今回の研修で出会った仲間達との繋がりを

大切に、みんなで今後の農業を賑やかにし

ていきたいと思います。 

本当にありがとうございました。 

 
夏の思ひ出 
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農業青年海外派遣研修報告 
 
 

２班 加須市  田中 学  
 
 
 
 

はじめに 
現在、私は就農５年目で、シクラメンや

ハイビスカス等を中心とした鉢花の施設園

芸を経営しています。今回の海外研修にお

いて、オランダの花きを中心に日本とヨー

ロッパの農業の違い、考え方や風土等、肌

で感じてきたことを以下に報告します。 
 
１ オランダ 
（１）アールスメア花き卸売市場 

 （ＦｌｏｒａＨｏｌｌａｎｄ社） 

 １９６８年に２つのセリ市が合併し、こ

の市場が誕生しました。同時に近代的な設

備建設も行い１９７２年の完成に至りまし

た。以来、何度かの拡張を重ね、世界最大

の花き卸売市場となり現在も整備が進めら

れています。売買された商品は大規模な設

備のコールドチェーンによって、台車単位

で仲卸業者へ届き、その荷は、近くの空港

や陸送場まで品質を落とさずに輸送されて

いて、より早く消費者の所へ届ける充実し

た設備に驚きました。 
見学したのは切り花でしたが、別棟で鉢

花のセリ市も行われているそうです。とに

かく規模が大きく、限られた時間の中では

見学しきれませんでした。取扱品目は範囲

が広く、国内産に限らず南欧、中東やアフ

リカの花もセリにかけられていました。セ

リの方法はコンピュータを利用したセリ下

げ方式、５つのセリ場、１３の時計盤が配

置、２,０００席のバイヤー用の座席、 

３００～５００人の規模で数会場に分かれ

てセリが同時進行で行われていました。バ

イヤーはレーン上に流れてくる生花と組合

が調べた品質を画面で確認しながらボタン

を押して買っていました。セリの様子は日

本と変わらない感じがしましたが、規模が

大きく、スピードが速いように感じました。 

 
セリの風景 

また、鮮度保持試験（日持ちテスト）を

行う施設が場内にあり、２０℃・６０％（湿

度）に維持された部屋の中で、取り扱う切

り花が何日間日持ちするかの試験が行われ

ていました。 
 
（２）Ｓｉｎｇｅｌ花市 

 
Singel 花市：花屋 

花き栽培の盛んなオランダでは、多くの

花を自宅の部屋に飾り、庭に植えたりして、

日頃から身近に草花と接する習慣が見て取

れました。そのような中で、日本とは比較

にならない軒数の花屋を街の各所で目にす

ることができました。大都市であるアムス

テルダムは、運河（Singel）に囲まれた街

として有名で、花屋通りとして愛されてい

るそうです。 
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その一角に花屋が集中し、主に球根類、

やはりオランダのイメージどおりチューリ

ップの球根が目立ちました。他に種子（花、

野菜）も少量扱っていました。生花はその

ほとんどが切り花で、鉢物も少量でしたが

ありました。驚いたのは、品種は少ないで

すが、盆栽が売っていたことです。盆栽の

持つ美はオランダにおいても楽しまれてい

るのだなと感じ、花市は多くの人で賑わっ

ていました。 
 
２ ドイツ 
 ＧＡＰ（農業生産工程管理）とは、世界

に安全な食べ物を届けたい、環境負荷を軽

減させたいという目的のもと、環境や労働

者や動植物に配慮して、農産物の生産から

出荷まで計画を立て、栽培した記録を残し、

作業の改善等を繰り返し行うことで、より

良い生産工程を確立し、適正な農業を実践

するための手法です。現在、国際的な基準

として位置づけられています。 

 家族経営中心の果樹栽培農家（リンゴ、

ナシ等）ＯＴＴＯ ＳＣＨＭＩＴＺ ＨＵＥ

－ＢＳＣＨ社では、このＧＡＰの認証を受

けています。同一の敷地内に農場、選果場、

保冷室があり、またカフェ、直売所、博物

館も併設されていました。 

 
OTTO SCHMITZ HUEBSCH 社：売店 

郊外にあるにもかかわらず直売所は多く

のお客が来ています。リンゴ、ナシなどの

果物はもちろん野菜や加工品、写真のよう

な加工農産物をギフト用にアレンジ、さら

にパンなどのちょっとしたものを食べられ

るカフェも併設し、総合的な直売所という

ような印象を受けました。経営者は常に新

しいことや販路を模索してきたと話し、Ｇ

ＡＰを取り入れた生産から消費者に渡るま

での一連の視察は、私にとってたいへん勉

強になる施設の一つでした。 
 
３ イタリア グリーンツーリズム 

 視察した農場の多角経営の一環として、

農場で栽培された野菜と果物、飼育された

牛、豚と鶏、それらを原材料に加工したチ

ーズ、ワイン等を食材として保有するレス

トランで提供し、生産・加工・販売・消費

までの一貫した農業経営を行っていました。 
 さらに、この農場では小学生を対象とし

た農業体験や社会人を対象にした研修の受

け入れ等も積極的に行っていました。私と

同じ年齢のこの女性は、今後も積極的な事

業展開を計画しているそうです。 

 
女性起業家 

 
まとめ 
 研修での４か国の様々な場所を視察した

結果、農業に対して国からの政策支援策の

充実、耕作面積など大規模な農業経営、少

人数で効率化、多収するための経営を実践

しているという印象がありました。 
研修を終えて改めて日本の農業経営を振

り返ると、少ない経営面積の中で高品質な

商品を生産する繊細な技術に対して誇りを

持ちました。私は素晴らしい日本の農業技

術を大切に、地産地消や生産直売を基本と

して、消費者へ農業の魅力や素晴らしさを

伝えることができる新しい農業のあり方を

模索していきたいと思います。 
 結びに、第３２回埼玉県農業青年海外派

遣研修に参加させて頂き、御尽力いただき

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。 

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 
 
 

２班 八潮市  福岡 亮平  
 
 
 
 

はじめに 
 私は八潮市でコマツナを主体に施設、露

地栽培の複合経営を行っています。 
 しかし、農業に関しての知識及び経験が

浅いので少しでも今後の農業経営にいかし、

海外文化にふれることで自分自身の価値観

や考え方も広がることに期待し、今回の研

修に参加しました。 
 
１ オランダ 
（１）アールスメア花き卸売市場 

 アールスメア花き卸売市場は、１９６８

年に２つの市場が合併し、同時に近代的な

設備の建設も始まり１９７２年に完成しま

した。その後、数回の拡張工事を経て、現

在の敷地面積１００万㎡の世界最大の花き

卸市場となりました。 
 取扱品目の範囲も広く、毎日世界中の花

が集まり、世界各国に輸出されています。

この市場では、コンピュータ化によるセリ

下げ方式が採用され、５つのセリ場に１３

の時計盤が配置、２,０００席のバイヤー

用の座席が確保されています。こうした話

を聞いて、オランダでは花に対する興味や

関心が日本よりも高いと感じました。 

 
花の～市場～ 

 

 

（２）トマトワールド 

 トマトワールドは、数軒のトマト農家が

出資し、関連業者がスポンサーとなって設

立したトマトのプロモーション会社でした。

近代的なハウスとシステムの施設では、約

６０種のトマトが栽培されていましたが、

品種の試験栽培を実施しているため、作付

けしているすべて収穫物が販売されること

はありませんでした。ここではＩＰＭ（天

敵を利用した総合的な病害虫防除）で栽培

していました。さらに、麦の一種を用いて

害虫駆除をしているのを見て勉強になりま

した。また、この農場で収穫したトマトの

試食ができ、ミニトマトはおいしく食べた

れたのですが、試食の品数が限られていた

ので大玉や中玉トマトを食べられなかった

ので、残念でした。 

 
ミニトマト系 

 
２ ドイツ 
（１）グローバルＧＡＰ 

日本でも生産工程管理として導入する農

家が増えているＧＡＰの本部を訪問しまし

た 。 Ｇ Ａ Ｐ と は 、 Good Agricultural 

Practice の略で、１９９７年に欧州での

基準だったユーレップＧＡＰが始まりで、
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世界の基準を認証する機関として、２００

７年にグローバルＧＡＰに改称されました。 
 グローバルＧＡＰの一番の目的は、「安

全」に対して認証することです。この認証

の検査は、１,５００人もの認証審査員が

行い、スクーリングという８人のチームが

世界にある出先認証機関のコントロールを

行っています。また、ＧＡＰの世界の基準

を維持するためプログラムもありますが、

認証の基準は国によって制度が違うことか

ら、最低限の基準を定めることに止め、地

域の実情にあわせて基準を作成しています。

現在、１０万件以上の団体が認証され、日

本では８８件の認証農家がいるそうです。 
 このような徹底した安全管理を我が家で

も実践し、作業工程の改善に取り組みたい

と思いました。 
 
３ スイス 

有機認証機関（BIO INSPECTA） 

 ビオインスペクタは、スイス最大の有機

農産物研究機関であるスイス有機農業研究

所（FiBL）の付属機関として設立しました。 
 主な業務は検査と認証で、スイスやＥＵ

の有機に関すること、世界の５,５００個

の認証と検査を行っています。さらに、農

家以外の１,２００社の加工・流通業者へ

の認証検査も行っています。検査では、不

必要な工程は削除するよう指導も行います。 
なお、検査で認証が失効するようなこと

があれば、２年間は認証されないという規

定もあります。 

スイスの農業での有機農業は約１１％と

ＥＵ内では高く、消費者の有機農産物に対

する需要が多いことが分かりました。 

 
ビオインスペクタ 

４ イタリア 

グリーンツーリズム施設 

 総面積７５ha、農場では主に稲作、トウ

モロコシや麦を栽培するほか、敷地内で牛、

豚等も飼育しています。その農畜産物（米

は主にリゾット）は、敷地内にあるレスト

ランで食事として提供しています。グリー

ンツーリズムの店では５０％以上自家製野

菜を使用することが義務づけられています。 

 
あぁ～きもちいい！ 

 
まとめ 
 研修を終えて、やはり日本とはケタ違い

の大きい農地や農機具には驚き、海外の雰

囲気や環境を肌で感じたことはすごく良い

経験になりました。また、食品や労働者へ

の安全の確保の必要性も改めて考えさせら

れました。今後は、環境や人にやさしくき

ちんとした管理の下、安心・安全をモット

ーに学んだことをいかして、経営を発展さ

せていきたいと思いました。 
 最後に、今回の海外研修を支援してくだ

さった関係機関の皆様には本当に感謝申し

上げます。この研修に参加しなければ出会

うことのなかった団役員と研修生の皆さん

ありがとうございました。 

 
路上演奏中～♪ 
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海外派遣研修を終えて 
 
 

１班 三郷市  深谷 祐真  
 
 
 
 

はじめに 
 私は、三郷市でコマツナ、エダマメを栽

培しています。今年で就農５年目になりま

したが、まだまだ農業に関する知識や経験

が浅く、今後、農業経営していくうえで、

海外の農業事情を学び、今回一緒に参加し

た研修生との交流を深め、今後の仕事にい

かしていきたいと思い参加しました。 
 
１ オランダ 

生物農薬会社 

ウエストランドにある世界でも有名な生

物農薬会社です。この会社は、天敵農法に

取り組み、益虫の研究をしています。天敵

農法とは、作物に害を与える病害虫に極力

化学農薬を使用せず、病害虫の益虫を使い

駆除する方法で、トマトを使い研究をして

いました。この施設では気象コンピュータ

で施設の管理をしています。 
今回は、トマトでの天敵農法や管理シス

テム等を学びましたが、これが我が家のコ

マツナ栽培で使用できるかに興味を持ち、

導入について考えていきたいと思いました。 

 
色々なトマトが展示されていました 

 

２ ドイツ 

グローバルＧＡＰ本部 

１９９７年に設立され、２００７年にＧ

ＬＯＢＡＬ ＧＡＰになりました。 

ＧＡＰとは、農業生産の結果管理（収穫

物を検査し、問題が発生してから対処する

方法）ではなく、農作業の生産の工程を管

理することで未然に事故を防ぐという手法

です。この生産工程管理とは、生産の過程

において問題や事故が起こるような要因に

対して、発生しないよう事前に排除すると

いう手法です。このことを日本では「農業

生産工程管理」と訳されます。 
 ＧＬＯＢＡＬ ＧＡＰ本部では、安全な

農産物を生産するため、播種から出荷まで

の作業工程を記録させ、作業工程の管理を

行うよう指導するとともに基準にあった場

合には認証しています。こうした厳しい検

査や管理を行うことで、生産者は自信を持

って出荷し、消費者は安心して購入するこ

とができるのだと感じました。 
また、全世界で１０万個以上の農産物が

認証され、うち１２％は農場独自の認証シ

ステムが採用されているそうです。 
 現在、我が家が所属している生産組合で

は、ＧＡＰに準じたコープ独自のＧＡＰシ

ステムを採用して出荷をしていますが、記

録した書類の不備が問題となっています。 
今後、組合員が連携してこの問題を解決さ

せ、安全な農産物を提供できるように努力

していきたいと思います。 

 
ＧＬＯＢＡＬ ＧＡＰ本社 
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（２）果樹農家視察 

 ドイツのメルテンにあるＧＡＰの認証を

受けた果樹栽培農家で、１８９６年から続

く農家、家族だけで経営されています。 

 栽培面積が３５ha、主にリンゴを栽培し

ています。他にナシを４種類（３.５ha）

とサクランボを１３種類（２.５ha）栽培

しています。市場流通させず、全て敷地内

にある直売所で売っています。この直売所

ではリンゴ単品から袋詰め、リンゴジュー

スやリンゴチップス等の加工品等、様々な

商品が売られていました。また、ドイツの

中心に位置し立地条件の良さや近隣に同業

者がいないことから多くの消費者が訪れて

いました。 

 さらに、直売所の近くに果樹の博物館が

あり、実際に使われていた多くの機械や農

具が展示され、創業から現在に至るまでの

ドイツ農業の歴史も知ることができました。 

 ＧＡＰを導入している農家が直売所で収

穫物や加工品を直売していましたが、生産

～加工～販売までの生産工程において、Ｇ

ＡＰの認証を受けることで、生産者は自信

を持って収穫物の全量を直売することがで

き、消費者は安心して購入できるという地

域での経営が確立されていると感じました。 

 
直売所で売られていたリンゴ 

 
３ スイス 
 ＢＩＯ ＩＮＳＰＥＣＴＡという有機の

認証機関を視察しました。この有機認証機

関では、主に農産物検査と認証を行ってい

ます。 
国内で有機農法をしている農家は、 

約５,９００戸、うち５,５２１戸の農家が

この機関で検査や認証を受けています。認

証の対象は農家だけでなく、加工業者や流

通業者、飲食店等も対象となっているそう

です。検査は年に１度実施されています。 
 スイスでは、国策として農業を保護し、

最大で５０％保障します。さらに、消費者

は、健康に良いことや環境にやさしいこと、

有機農産物はおいしい等の理由から、有機

農業に対する関心が非常に高いです。有機

農産物への需要が多いことで有機農法の経

営が成り立っていると感じました。 

 
ビオインスペクタ周辺の景色 

 
まとめ 
 今回の海外研修に参加して、様々な農業

スタイルを学ぶことができました。ヨーロ

ッパの農業は、環境への配慮や農産物の安

全性に力を注ぎ、農業や環境に対する消費

者の関心の高さも印象的でした。 
また、研修中に研修生との意見交換でき

てとても充実した研修でした。 
 今後、私が農業するうえで、この経験を

糧に日々精進していきたいと思います。 
 最後に、今回の研修に御支援いただきま

した関係機関の皆様、団役員や研修生の

方々に心より感謝申し上げます。 
 ありがとうございました。 

山頂駅から見えた氷河 
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海外派遣研修を終えて 

 
 

２班 宮代町  石原 久美子  

 
 
 

はじめに 

 私は就農して３年半になります。 
 出発の半年前、ある意見発表をした際に

農林公社の方に海外派遣の話をされたこと

がきっかけで参加することにしました。ま

だまだ未熟な私にとって、日本の農業関係

者と共に海外の農業事情にふれることので

きる機会は大変貴重なものになると考えこ

の研修に参加しました。 
 
１ オランダ トマトワールド 

黒海に面したウエストランドにあるトマ

トワールドは、世界でも有名な生物農薬会

社コパート社の支店（試験場）で、トマト

の試験的栽培と天敵農法に取り組んでいま

す。 

 
    試験場内ではこの格好 

 
オランダの食卓にかかせないトマトです

が、在来品種のトマトだけでは消費者は飽

きてしまいトマトの値段が下落してしまう

そうです。 
さらに、オランダでも核家族化が進み、

日持ちするトマトが求められるようになっ

ています。そのため、この施設では費用や

時間をかけて（時には７年もかかって）作

られた新品種を栽培し、商品化するか否か

や、いかに保存がきき、美味しいトマトが

できるかという品質保持の研究に取り組ん

でいました。 
また、品種改良に加え化学農薬を使わず

天敵温存の生物農薬の研究も行っています。

フェロモントラップをしかけ毎週１回コパ

ート本社から来る人と相談し、天敵やその

量の調整をして栽培しています。 
 日本においてもコパート社の製品は取り

扱われ、私の所属する研究会においてもそ

の製品を使って実験的に生物農薬を取り入

れ、減農薬に取り組んでいる会員もいます。 
 今回この試験場を見学することで、今後

の私のナシ栽培においてとても参考になり、

仲間と共に検討する課題にもなりました。 
 
２ ドイツ ＯＴＴＯ果樹栽培農業 

 ここでは家族が中心になり、２人の正規

従業員とパートが十数人（収穫時は５０人

程）で３５ha の果樹栽培（リンゴ２９

ha・ナシ３.５ha・サクランボ２.５ha）を

行っています。 
ドイツはもともと果樹に力をいれていな

かったのですが、オーナーがフランスやベ

ルギーに勉強に行き、ここドイツにおいて

取り入れることを決めたそうです。 
        

 
防雹網 
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ここの農場では、リンゴ栽培を始める時

に防風壁を作りましたが、現在は日当たり

の妨げになるので壁を取り払い、日光がよ

く当たる仕立て方をしています。かつ、①

３～４年に１回降る位の雹に備えての防雹

網、②かん水のためのスプリンクラー等を

設置、③組合に出すと安値で取引されてし

まうので直売所を設けて全量直売、④高級

な品種を作って高値で売る等自分が思って

いたよりずいぶん進んだ果樹栽培や経営を

していると感じました。 
 事前研修ではなかった自分の携わるナシ

栽培について触れることができ、刺激を受

けた視察先でした。 
 
３ イタリア 米農家 

  
    スケールが違う！！ 

 
ここでは、私が事前研修で興味を持った

陸稲を見ることができました。 
 ４５ha の稲作（イタリア国内では高級

米とされる品種）と４５ha の飼料用トウ

モロコシ・大豆栽培の計９０ha を家族の

みで経営しています。 
 ここでは３年前に水稲から陸稲へ移行し

たそうです。広大な面積を管理するにあた

り収穫量や品質があまり変わらなかったた

め、それなら作業が楽な陸稲に･･･という

結論になったそうです。 
 また敷地内で、３００頭強の乳牛（一部

肉牛も）を飼育していますが、その世話も

多額の設備投資でオートマチック化したこ

とで人手をかけないようにしていました。

話の節々に家族で経営していくための省力

化の意図がうかがえました。 

 
４ まとめ 

 私は今回の研修に行く前から「我が家の

ような零細農家が続けていくために

は･･･」ということを考えていました。  
 「ヨーロッパ農業＝大規模経営・質より

量」という固定概念を持っており、農業の

やり方や経営の面では規模が違いすぎて我

が家の参考になることは少ないかもしれな

いと思っていました。しかし今回行った視

察先は、品質にこだわりを持ち、ブランド

化した自分の商品を高値で直売し、そのた

めの設備投資を惜しまない農家さんたちば

かりでした。よく勉強し、敷地面積や家族

を含めた雇用形態を考慮した上で自分の家

に一番合うやり方で農業経営をしているの

です。それはまさに自分自身が「こうあり

たい」と考えている形でした。この研修が

自信のなかった私にどれだけの刺激を与え

てくれたことかと実感しています。 
 自分の栽培技術や経営方法を惜しむこと

なく紹介してくれた視察先の方々、わかり

やすく説明してくれた通訳の方々には本当

に感謝しています。そしてそれ以上に「研

修に参加してみないか」と声をかけて下さ

った堀農業振興局長、この研修に御尽力い

ただきました社団法人埼玉県農林公社、春

日部農林振興センター及び県農業支援課の

皆様、丸岡団長をはじめとする団役員と研

修生の皆様、頼りがいのあった添乗員の飯

田さんには心よりお礼申し上げたいと思い

ます。 
１０日間本当にありがとうございました。 

 

 
    世話やいてくれてありがと！！ 
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ヨーロッパ研修を終えて 
 
 

１班 白岡町  荒井 庄一  
 
 
 
 

はじめに 
 私は就農して２年目、白岡町でナシと水

稲の栽培をしています。 
 今回の海外研修を通じて、普段の仕事で

は感じることができないヨーロッパ農業の

スケールの大きさや日本とは大きく異なる

風土や文化に触れたことにより、自分自身

にとって実りのある研修となったことは、

団長を始めとする研修団並びに関係者の皆

様のお陰と思います。関係者の皆様にお礼

申し上げます。 
 今回の研修で、特に印象に残った点を中

心に報告します。 
 
１ オランダについて 
  花き栽培農家 

バラの栽培農家であるマテイン氏が説明

をしてくれました。第二次世界大戦後、農

閑期のあるイチゴ栽培から、周年栽培が可

能な花き栽培に切り替えバラの切り花を主

に経営しています。敷地内には、近代化の

進んだ４棟のビニルハウスが建てられ、効

率的な栽培が行われています。 
 経営面積は６,０００㎡、併設している

直売所ではバラに加えブーケづくりや有機

野菜も販売し、年間１５０万ユーロを売り

上げているそうです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

花き農家の直売所 

 売り上げを確保するため、市場のドル、

ユーロ、ポンドの為替動向をよく観察して

出荷します。消費者はより安いバラを求め

るので、ケニアやエクアドル等のアフリカ

産の安いバラとの競争が熾烈になっている

とのことでした。 
 

２ オランダのトマトでは 
 トマトワールド（生物農薬研究機関）は、

トマトに関する試験場で約６０種類のトマ

トをコンピュータで管理した施設で栽培し

ています。害虫を益虫が除去する天敵農法

を防除システムとして取り入れていて、益

虫メーカーのコパート社が定期的に確認、

指導に来て研究を行っています。 

 天敵農法を導入している農家(ソリコ)は、

ハウス面積６ha、１品種のみ栽培、３月か

ら１１月までの期間に週２日収穫し、年間

平均収穫量６８kg／㎡ですが、現在３２ 
ｋｇ／㎡収穫しているとのことです。 
トマトは南米ペルー原産で 初は食べら

れた農産物ではなかったらしいのですが、

このような試験研究の結果、多くのおいし

いトマトが世界中に普及したそうです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

益虫ですね 
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３ ドイツについて 
ＧＬＯＢＡＬ ＧＡＰ 

ＧＬＯＢＡＬ ＧＡＰの本部はケルンの

中心部にあり、女性マネジャーから概要と

取り組みなどについて説明を受けました。 
ＧＡＰとは、農業生産の結果管理ではな

く、問題が発生すると予想される事柄の発

生要因と問題の対処法を明確にし、事前に

その要因を排除する工程管理を基準として

います。生産における一つ一つの工程に関

所を置くといったことです。 
 また、ＧＡＰは会員からなるプライベー

トな会社で会員の登録料から成り立ってい

ます。つまり、営利目的ではなく食の安全

と環境保全が目的です。ＧＡＰにおける農

業経営の監査内容が適正に行われているか

を審査し、全てをクリアした後にＧＡＰを

導入することができ、ＧＡＰ認証農産物と

して市場へ出荷することができます。 
 
４ ＧＡＰ導入農家では 
 ドイツのメルランという地域のＧＡＰ導

入リンゴ農家の視察を行いました。経営面

積３５ha のうちリンゴを２９ha、ラフラ

ンスを３.５ha、サクランボを２.５ha 栽

培、直売所で販売を行っていました。 
 

広いリンゴ畑 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広いリンゴ畑 

 ドイツの果樹の栽培方法は日本とは大き

く異なり、若木の段階でどんどん果実をな

らせます。そして、広大な大地をフルに活

用し、広い作付面積から多くの収量を確保

するという手法でした。それに対し、日本

での果樹栽培は若木の段階では果実は成ら

せずに木を成長させます。つまり、縦に上

に木を成長させ果実は上にならせます。 

 このことから、ヨーロッパの果樹栽培は

広い大地に資本を投下する方法（資本集約

的）であり、日本の果樹栽培は手間をかけ

空間に果実を成らせる方法（労働集約的）

と言えるのではないでしょうか。同じ果樹

でも国によって大きく栽培方法が異なるこ

とが解りました。 
 
まとめ 
 研修を通して感じたことは、ヨーロッパ

にはヨーロッパの風土に適した栽培方法、

日本には日本に適した栽培方法が確立して

いるということです。どちらの国の手法が

優れているとか比べるものでもありません。

他の国の栽培方法の違いを認識することに

より、日本農業の特徴や強さ、先人たちが

積み上げてきた知恵や技術の素晴らしさを

理解することが大事なことだと思います。 
 先にも述べたように、日本の果樹栽培は

空間をいかに使うかが大事な要素になりま

す。この手法は限られた国土で果樹農家が

生るための知恵と技術が凝縮された手法と

言えるのではないでしょうか。今回の研修

では、自分の畑での仕事では気づくことが

できない大きな発見がたくさんありました。 
 日々の仕事においても「よりよい方法は

ないか？」「なぜ、こうなるのか？」とい

った「？」を頭の中に持ちながら取り組む

ことが必要だと思います。 
 このような素晴らしい経験が積めたこと

も今回の研修に御尽力頂いた関係者の皆様

並びに研修団の仲間に心より感謝を申し上

げ、研修の報告とさせて頂きます。 
 ありがとうございました。 

 
ゴロミャ～ゴ 
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（６月９日 知事表敬訪問・事前研修  ７月１１日 出発） 
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表敬訪問 事前研修 みんな緊張してる～ 

パスポート持った？ さぁ 行くぞ 

いってきま～す ドイツで乗り継ぎオランダへ 

ミュンヘン空港 この大型バスで移動 



（７月１２日・１３日 オランダ） 
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市場内にある花の鮮度試験室 アールスメア市場のセリって ふぅ～ん 

オランダのバラ農家さん 

オランダの標識 

 トマトワールド 

・・・のトマト トマトの出荷作業を３人分をこなすロボット 

 



（７月１３日 オランダ） 
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コレを着ないと温室内に入れません 

上にまいりまぁ～す 

なんだ この仕立て方は  

断面ＹＥＡＨ すげぇな この数 

味はどうですか？ これからいただきます 



（７月１３日 オランダ・ドイツ） 
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運河クルーズの窓から さむいヨーダ  そのヨーダ 

あぁ女神 オーメン 

ケルン大聖堂 

勉強になります 

  量すげぇな   そうですね･･･ オレら肉食系男子 



（７月１４日 ドイツ） 
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 うぅ･･･ この量ハンパない  今から行ってきます 

果樹園でまじめに研修 洋ナシの仕立て方 ふむふむ 

お洒落なリンゴの直売所 リンゴ博物館 

グローバルＧＡＰはこちらでございまぁす ＧＡＰの取り組み勉強になりました 



（７月１５日 スイス） 
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そうそう コレコレ 大里の迷コンビ 

団役員様 お世話になりました マッチ棒がお土産を 

有機農業の説明 ＢＩＯをたずねて三千里 

山岳酪農農家宅 スイスって感じ このチーズお土産に 



（７月１６日 スイス） 
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どっちの彼女？ 苦笑い 

あげぽよ～ 必死です  プ～♪ 

ナウイぜっ！！ ユングフラウヤッホ！ 

氷の中でイェイ 極寒の地で 



（７月１６日 スイス） 
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頂上きもち～ やっと逢えたね 

  

登山鉄道全線開通１００周年のカウントダウン 晴れて良かったね 

こっちこっち(^O^) スイスのスーパーマーケット 



（７月１７日・１８日 イタリア） 
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グリーンツーリズムの聞き取り コレ買ってっちゃおうかな～ 

女性のくつヒモがない･･･ 古い建物で農家レストラン 

ミラノ総合卸売り市場で ボーノ☆ボーノ 

この鎌 やばくない？ ３００㎏ポーズ 



（７月１８日 イタリア  ７月２０日 帰国） 
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でっかいタンク 埼玉の米と違うかな？ 

ミラノのガレリア（アーケード） 

この米って･･･（マジな目） 

ミラノでお土産買いました  

最後の晩餐 お世話になりました（みんなから） 
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