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は じ め に 
 

                                           

公益社団法人埼玉県農林公社 

                   理事長    中 畝    正 夫 

 

 当公社では、埼玉県の農林業発展のため、県や関係団体の御指導、御協力を頂きながら、青年

農業者の育成をはじめ、農地の有効利用と効率化、農業基盤の整備、森林の保全・管理、優良種

苗の生産と供給などさまざまな事業に取り組んでおります。 

 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が間近に迫り、国内においては食

品安全・環境保全・労働安全などの取り組みへの強い関心の高まりや、海外においても日本食が

ブームとなっており、我が国の農林水産物・食品の輸出は増加傾向にあります。 

このような中、本県農業を成長産業化し、持続的に発展させるためには、農業経営や生産技術

に新しい視点を取り入れ、意欲を持ちチャレンジ精神旺盛な青年農業者を育成することが必要で

す。このため、国際感覚を持ち地域農業のリーダーとなる人材を育成する農業青年海外派遣研修

を実施しています。 

当研修は、これまで８５０名を超える研修生を海外に派遣しており、４０回目を迎えた今回の

研修は、研修団役員２名と市町長から推薦をいただいた９名の研修生をオランダ、ドイツの２か

国に派遣いたしました。オランダでは、スマート農業を実践している農家や世界最大のアールス

メール花市場、ドイツでは、グローバルギャップ本部やオーガニックスーパーなどを訪れ、生

産・加工・流通販売と幅広く研修をしました。 

研修生の皆さんは、この研修によって新しい体験、知識、友人を得るとともに、今後の農業経

営の目標や心構えなどについて再認識できたものと思います。 

この報告書は、研修生の皆さんが９日間にわたる研修の中で、学び、感じたことをまとめたも

のです。この研修報告書が県内各地で活躍する青年農業者はもとより、埼玉農業の発展を目指す

皆様の御参考になれば幸いです。 

結びに、当研修の実施に当たりまして、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、今後とも公社事業の運営と、とりわけ

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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月日 発着地等 交通機関 スケジュール 食事

成田空港　 空港内会議室にて出発前のご案内
（第１ターミナル） 終了後、搭乗・出国手続き等
アムステルダム・ KL862 空路にて、オランダ・アムステルダムへ 朝食：×
スキポール空港 専用バス 入国手続き後、専用車にてホテルへ 昼食：機内
アムステルダム 夕食：〇

宿泊：アムステルダム
アムステルダム 専用バス ①温室野菜（ナス）農家視察

②露地野菜農家・穀物農家視察
③イチゴ農家視察 朝食：〇

昼食：〇
夕食：〇

宿泊：アムステルダム
アムステルダム 専用バス ④アールスメール花市場視察

⑤花農家視察
⑤スマートアグリ（トマトワールド）視察 朝食：〇

昼食：〇
夕食：〇

宿泊：アムステルダム
アムステルダム 高速鉄道 ＩＣＥ（ドイツ高速鉄道）にてケルンへ

⑦ケルン地区農産物マーケット視察
ケルン 専用車 ⑧ドイツ政府認証スーパー 朝食：〇

　（オーガニックスーパー）視察 昼食：〇
夕食：〇

宿泊：ケルン
ケルン 専用バス ⑨グリーンツーリズム施設視察

朝食：〇
昼食：〇
夕食：〇

宿泊：ケルン
ケルン 専用バス ⑩グローバルギャップ本部視察
リューデスハイム ⑪ワイン醸造所視察
フランクフルト 朝食：〇

昼食：〇
夕食：〇

宿泊：フランクフルト
フランクフルト 自由時間

（ハイデルベルグ、フランクフルト）
朝食：〇
昼食：〇
夕食：〇

宿泊：フランクフルト
フランクフルト 専用バス バスにて、空港へ

KL1764 搭乗手続き後、空路にて、
オランダ・アムステルダムへ 朝食：〇

アムステルダム KL861 乗り継いで、空路成田へ 昼食：×
・スキポール空港 夕食：機内

宿泊：機内泊
成田空港　 到着後、解散
（第１ターミナル） 朝食：機内

昼食：×
夕食：×

※航空会社＝ＫＬ（ＫＬＭオランダ航空）

研　修　日　程

7月16日（火）
7日目

7月18日（木）
9日目

7月17日（水）
8日目

7月10日（水）
1日目

7月11日（木）
2日目

7月12日（金）
3日目

7月13日（土）
4日目

7月14日（日）
5日目

7月15日（月）
6日目
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第４０回埼玉県農業青年海外派遣研修団員名簿 
 
１ 役  員 

区  分 氏 E

ふ り

A  AE名 E

が な

 所属団体及び役職名 

団  長 
兼事務局長 AE野口 E

の ぐ ち

A AE雄 E

ゆ う

AAE一郎 E

いちろう

 公益社団法人埼玉県農林公社 農業振興局局長 

副 団 長 
AE玉谷 E

たまたに

A AE泰 E

や す

AAE典 E

の り

 皆野町産業観光課 課長 

 

２ 研 修 生 

No. 
AE氏 E

し

A  AE名 E

め い

 性別 市町村 経営の概況 

1 
AE白子 E

し ら こ

A AE敏 E

と し

AAE輝 E

き

 男 さいたま市 なし、ぶどう 

2 
AE武笠 E

む か さ

A みどり 女 さいたま市 観葉植物 

3 
AE浅見 E

あ さ み

A AE裕紀 E

ゆ う き

 男 狭山市 茶 

4 
AE鈴木 E

す ず き

A AE啓 E

け い

AAE介 E

す け

 男 三芳町 ねぎ、イチゴ 

5 
AE瀨 E

せ

AAE島 E

し ま

A AE崇史 E

た か し

 男 三芳町 さつまいも、えだまめ、ほうれんそう 

6 
AE寺澤 E

てらさわ

A AE健人 E

け ん と

 男 上里町 キャベツ、たまねぎ、青ねぎ 

7 
AE中谷 E

なかたに

A AE洋祐 E

ようすけ

 男 上里町 キャベツ、たまねぎ、青ねぎ 

８ 
AE星 E

ほ し

A AE海 E

か い

AAE鳳 E

ほ う

 男 上里町 キャベツ、たまねぎ、青ねぎ 

９ 
AE柿田 E

か き た

A AE幸 E

ゆ き

AAE宏 E

ひ ろ

 男 越谷市 ほうれんそう、スイートコーン、山東菜 

 



研 修 先 位 置 図

＜オランダ＞

温室野菜（ナス）農家

露地野菜・穀物農家

イチゴ農家

アールスメール花市場

花農家

スマートアグリ（トマトワールド）

＜ドイツ＞

ケルン地区農産物マーケット

ドイツ政府認証スーパー

（オーガニックスーパー）

グリーンツーリズム施設

グローバルギャップ本部

ワイン醸造所
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ナスへの灌水チューブ 

 

ナスの箱詰め作業 

 

 

温水管のレール 

 

温室野菜（ナス）農家 
 

 
PANDA B．V．さんという温室茄子農

家を視察しました。１９８１年設立の歴史
のあるナスとストレチアを栽培している農
家で正社員と臨時の雇用職員を合わせて 
２０人で運営しています。 
作付面積５．５ｈａのガラスハウスでナ

スを栽培しており、ナスの成長は早くて 
１週間で８ｃｍ伸長し続け、枝は最長でハ
ウスの高さと同じ５．５ｍまで育つそうで
す。 
散水、栄養、二酸化炭素、温度はコンピ

ューターで管理しており、温度は地熱を利
用して昼は２０℃から２１℃で、夜は  
１７℃で管理していました。 
ナスはトマトの苗に接ぎ木されており、

ロックウールの土から２本に分けて、そこ
から４本に伸ばしていました。収穫量は 
２月から１１月はじめまでの間、１平米当
たり６０ｋｇのことでした。 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
地熱を利用している理由は、ガスの値段

の上昇により温室栽培はコストがかかるこ
とから汲み上げた温水の中のガスをエネル
ギーとして利用し発電を行い、売電するこ
とで収入源にすることができるからだそう
です。 
地下２．４ｋｍ掘削し、２本のパイプを

通して８５℃ある温水を汲んでおり、こう
したパイプはオランダ内に計５か所設置さ
れています。それを約８０グループの農家
が利用しており、使った水は不純物が無い
状態とし３０℃の水にして地中に戻してい
ました。 

 
 

発表者 柿田幸宏 
 
 
 
地熱はエネルギーの中で安定している値 

段で環境にも優しいので、これからの需要
は上がるだろうと PANDA B．V．のポ
ールさんは言っていました。地熱を利用す
ることで脱ガス化を図り、環境や生物に配
慮する事とコンピューターの管理による正
確な管理で安定した生産を行っている事に
とても驚きました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こちらの農家は主にイギリスやドイツ等

にナスを出荷していますが、オランダでよ
り多くナスを売る為に業界全体で料理法や
栄養面・健康面への効能等を一から宣伝し、
ナスが肉の代わりとなる栄養を持っている
ことから、菜食主義の方々にも広がり、そ
の結果消費量が大幅に上昇し生産場も増え
たとの事でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
スケールの広さと管理の仕方や日本の農

業との違いを多く知ることができ、一番初
めの視察先だったこともあり、とても衝撃
に残りました。狭い国土を有効活用し、高
い収益をあげることのできる農業は大変勉
強になりました。 
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ジャガイモ畑 

 

倉庫の内部、ここはタマネギの保管所にもなる 

圃場の脇にある水路 

 

露地野菜・穀物農家               発表者 瀨島 崇史 
 
 

 

オランダで６代続く JASPAR ROUBOSさ

んの圃場を視察しました。 

まず圃場の概要ですが、８０㏊ある耕地

面積にジャガイモ、小麦、タマネギ、砂糖

大根の４品を生産しております。さらには

チューリップの球根用に畑を貸したり、支

援金がもらえるという理由で麦が終わった

後にはマスタードと芝の花を栽培しており

ます。土壌は粘土質で４％から６％がオー

ガニックの栄養分となっております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圃場の他に２，２５０平米の倉庫があ

り、倉庫の中には大型の農業用機械や、収

穫したジャガイモやタマネギを保存する場

所があります。 

タマネギの収穫が始まったら１，０００

トン収容でき、保存する際には気温は７℃

で統一しているそうです。さらに換気しや

すいように、窓があったり床に穴が開いて

います。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

また圃場の脇には水路があり、水路のそ

ばには薬剤が水に混入するのを防ぐために

花が植えてあります。そこに蜂が飛んでき

て、ジャガイモの害虫を食べてくれること

も花を植えた後に結果として分かったそう

です。 

因みに、現在では１５種類の蜂が飛んでい

るそうです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ヨーロッパの農業の特徴として、農業経

営に農家 1 個人だけではなく企業が関わる

ことが多く、こちらでも Bayer という日本

にも研究所がある会社と協力して土壌の健

康と作物と生物の健康をテーマとしてデー

タを集め正確な農業を行っており、年一回

にドローンを使い上空から土壌の検査を行

い、その結果を見てどれだけ化学肥料や養

液を使うか相談して決めていました。 

病気に関しても、いつ薬剤を使用したか、

土壌の湿度などをカレンダーにして１５年

連続で記録しており、また地域の土壌の状

態や収穫量をドローンで検査・計量を行い

管理していました。 

またその他にも企業と学校と共同してい

る試験農地があり、慣行区と雑草の有無、

薬剤の使用、作物の間隔など条件が違う圃

場を１５の区域に分けて花や草を植えてど

んな虫や鳥がくるのか、どのように土壌が

変化するのかの試験を行っていました。 
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ソンゼーションという品種のイチゴ 

PET製パック 

左が紙ベースのパッケージ 

イチゴ農家 
 
 
 
 カルター・アールバイエンという農場名

のイチゴ農家を視察しました。 
ここでは、水耕栽培により、ほぼ通年に

渡って、栽培・収穫を行っています。親株

を更新することなく、同じ親株から小苗を

育てる四季成りの品種を扱っています。我

が家では、土耕栽培による冬から春にかけ

ての栽培なので、初めて目にする栽培に驚

きました。 
 主な収益源はアイルランド、スウェーデ

ン、デンマーク等への輸出と自国での販売

になっています。また、観光農園を行って

おり、こちらも収益源としています。圃場

を４か所に区分けすることで、シーズン毎

に売り先を変えているとのことです。 
 観光農園では、ただ単に収穫させるので

はなく、カフェや直売所、子供の為の遊び

場を設けることで、イチゴの魅力を表現し

ています。 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
イチゴの品種は「ソンゼーション」と呼

ばれ、形はずんぐりむっくりずんぐりむっ

くりとした丸型で、比較的に酸味が目立ち

ました。圃場は１．７ha あり、４つに区分

けすることで、シーズンごとに売り先を変

えています。 
 この度の研修で特に目立った「地熱」に

よる温水管を用いており、株元の温度を適

切に管理しています。 
 日本では、脇芽を取り除き、一つの花芽

を育てていきますが、こちらでは脇芽を除 
去せず、そのまま育てることで、多収を目 

発表者 鈴木 啓介 
 
 
 
指していることに驚きました。 
パッケージに関してですが、以前は夫婦

の仲睦まじい写真がプリントされた、可愛

らしいものでしたが、紙ベースのパッケー

ジであることから、耐久性があまり良くな

いという声が多いとのことで、現在では黒

の PET 製パックとなっています。 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圃場に隣接されている直売所では、イチ

ゴだけでなく、イチゴのジャムやジュース、

お酒といった加工品や地元の新鮮な野菜や

チーズ、ビールなども販売しているので、

豊富な品揃えでお客様を迎え入れています。 
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これからバイヤーの元へ向かう荷 
 

見学通路２階からのぞいた市場の様子 

 

アールスメール花市場 
 
 
 
アールスメール花市場は、オランダの首

都アムステルダム郊外の北ホラント州にあ

ります。４７年前に生産者の協同組合で、

生花と鉢ものを一箇所に集めて効率的に取

引をするために始まりました。現在は約 

４，５００の団体が加盟しています。年間

約４兆円規模の取引があり、世界の花の価

格はアールスメールで決まると言われてい

ます。総面積は概ねサッカーグラウンドを

１２５個も収容できるほどの巨大な花市場

です。４０万種ある品種の中でもバラ・チ

ューリップ・菊の取り扱いが特に多いです。 

ここで取引される花は、オランダで栽培

された花に限りません。世界中の諸外国か

ら集められます。実際に大阪の切り花も並

ぶことがあるそうです。取引された花も世

界中に輸出されていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多くの花は、市場から車で約２０分の距

離に位置するスキポール空港を通じて世界

中に出荷されます。そして出荷された花は

当日中に世界中の花屋に並ぶそうです。 

同じ量の切り花を購入しても、ドイツで

は５００円、日本では２，０００円から 

３，０００円と品種によって金額に幅があ

ります。 

あまりの花の数と人の多さに圧倒的され、

入ってまず驚かされるのが、果てしなく続

くトロリーの列。施設の２階に見学用通路

が整備されていて、たくさんの花々が行き

交う様子を上から見ることができます。 

発表者 武笠 みどり 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでは、まるで株取引市場のような、

近代的な設備を使ってオークションが行わ

れています。バイヤーたちは、会場の巨大

モニターと目の前のパソコンを見て競り落

としていきます。 

本来、オークションというと最安値から

徐々に上がっていくものですが、ここのス

タイルは真逆です。最高値から徐々に下が

っていき、一番早く（一番高値で）注文し

た人が競り落とすという、早押し方式です。 

日本では約７割の切り花の生産者が市場

を通して出荷しています。 

花の場合、野菜よりも品種が多く、ゼラ

ニウムだけで約２８０種類あると言われて

います。ラナンキュラス、ユーチャリス、

ユリ、ひまわりと多岐に及ぶため、市場の

力が必要になります。生産者、流通、小売

店で同じレベルでの意識で花を売っていく

というのは、規模が大きくなればなるほど、

難しいことだと感じました。 
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ハウス内菊栽培の様子 

 

これから咲く菊と白い菊が満開のハウス 

 

花農家 
 
 
 
私たちが視察にいった菊をハウス栽培す

るハリー・ウッベンフラワーズさんでは、

３０年前に創業され、年間約３，０００万

本を出荷しています。東京ドーム一つ分の

生産面積でのスプレー菊とサンティーニ

（菊の品種）の栽培を専門としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７色の色があり、５０ｃｍに切って切り

花として出荷しています。週に合計３万本

の茎を成長させていて、温室栽培のため通

年で出荷、納品することができます。 

基本的な色は白、黄色、ほかにオレンジ、

ピンクの他、追加として季節ごとのバリエ

ーションを追加しているそうです。 

私たちが見学した日中はハウス内も明る

かったものの、日よけカーテンも機械で管

理しています。 

夏場はカーテンを閉めて暗くして成長を

促します。花にとって暗いことは好都合の

ため、できるだけ長く、夜の状態にして育

てています。 

ハウス内の土は深さが約６０ｃｍあるそ

うです。１年に一度土壌をきれいにし、 

５年に一度全面、土の入れ替えをします。

単一品目を同じ土地に植え付けしても連作

障害にはなりません。鶏の糞尿を肥料とし

て、茎をしっかり成長させています。 

こちらの農家さんは大規模農家のため、

自社のトラックで花市場へ持ち込みますが、

少量小規模の花農家には花市場のトラック

が取りに行く仕組みになっています。 

発表者 武笠 みどり 
 

 

 

菊はオランダでも日本同様に仏花として 

お墓参りや仏事に使われることで、一定の

需要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収穫された花は２日以内にお店に並びま

す。他業者がブーケにしてヨーロッパの 

スーパーマーケットの店頭に並ぶこともあ

ります。オランダでは現在、収穫量のうち

何％直販するか、市場へ卸すかを生産者が

決めています。 

近年、日本では仏花に菊の造花が流行っ

ています。写真に撮るとまるで生花のよう

に見えるほどのクオリティーです。水は必

要なく、気温や湿度も関係ないため手入れ

が非常に楽です。そして枯れません。ハリ

ーウッベンさんのハウスをみて、生の菊の

美しさをもっともっと人に知ってもらいた

いと感じました。 

現地では、地球のエネルギーを大切にし

ながら、生花（菊）を育てる工夫を教えて

もらいました。また、オランダの国全体で、

エネルギーを大切に使っていこうという意

識があり、花農家もその一端を担っている

ことを痛感しました。 
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講義の様子 

ロックウールと建設資材 

トマトワールド 

スマートアグリ トマトワールド    発表者 寺澤 健人 
 
 
 
オランダのトマトワールドは Grencoと

The Greenery.B.V の２社により設立され、

トマトの栽培試験場でありながら、世界規

模の課題に対して農業がどのように対応し

ていくのか、その取り組みを発信する場所

にもなっていました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
ここでは、ＣＯ２と地球温暖化やゴミ問

題・人口増加と食糧問題、水不足など他に

も様々な世界規模の課題が紹介されていま

した。 
例えば、ＣＯ２の２５％が農業で発生し

ているそうです。また、野菜の４０％がゴ

ミになっており、大きな問題となっていま

す。このように世界規模の課題に農業も大

きく関わっていると教えてくださいました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
トマトワールドでは具体的な取り組みと

して、トマト栽培でベッドとして使われ、

その後大量に廃棄されるロックウールの再

利用について紹介していました。 
 ロックウールをウールとグラスに分け、

建設資材として再利用できる形にしている

そうです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
水不足に対応するために、少量の水でト

マトを栽培する実験も行なわれています。

通常トマト１個の栽培に５０Ｌの水が必要

なところ、４Ｌの水で約１kg を栽培する

実験を行っているそうです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ここでは５０種類近くのトマト栽培の試

験が行われており、試食をすることができ

ます。用途に応じて様々な形・味のトマト

がありました。 
 

 

トマト栽培試験の説明の様子 

 

トマト試食の様子 
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お花屋さん 

 

 

ケルン地区農産物マーケット          発表者 浅見 裕紀 
 
 

  
今回視察したマーケットですが、祝日と

いうこともありとても賑わっていました。

販売されている農産物はオーガニックでは

なく慣行栽培とのことでした。 
販売されている野菜の種類は日本と大し

て変わりませんが、にんじんは葉がついた

まま販売していたり、玉ねぎとトマトは日

本のように袋詰めではなく、バラバラで販

売されていました。 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
果物も販売されており、種類は野菜同様

に日本と変わりありません。 
欧州ではリンゴを丸かじりする為、日本

のリンゴより二回り程小さかったです。ま

た、欧州ではバナナを非常によく食べるだ

けでなく、バナナへの関心が非常に高く、

バナナの生産国の労働環境が悪かったり、

賃金が低かったりするとニュースで取り上

げられ、生産国の会社に対してバナナの不

買運動が起こるとの事です。バナナはどこ

の果物店にもありました。 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ドイツはオランダに近いのでお花屋さん

もありました。欧州の男性は女性に花をよ

くプレゼントするとのことです。 
まとめると日本でよく開催されているマル

シェでした。日本とは違い本場なので、光

景が新鮮で、とても勉強になりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

販売されている野菜 

 

販売されている果物 
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ドイツ政府認証スーパー        発表者 中谷 洋祐 
（オーガニックスーパー） 

 
 
ドイツは有機の意識が高くオーガニック

のスーパーが充実しています。 

そもそもドイツのオーガニックに対して

の意識が高まったのはチェルノブイリ原子

力発電所の事故があった時期です。１３０

０ｋｍ離れているから安全だという曖昧な

情報もあり、事故の後、安全だと思ってい

た食品に放射線が混入していたり、製造日

を事故前に偽造するといった問題等それら

を防ぐために基準を作り食品や飼料の安全

を徹底管理していこうとしたのがきっかけ

といわれています。さらに２０００年の狂

牛病も安全意識が高まった原因とされてい

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

ＥＵ認証１２の星の葉マークがない商品は

店内に陳列されていません。 

 

 

←ＥＵの最低基準であり

原材料の９５％がオー

ガニック栽培によるも

の 

 

←ドイツ発症のオーガ 

ニックのマーク。さら

に基準が厳しく安全性

が高い 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本のようにオーガニックの敷居が高く

なく、ドイツ人はとても健康志向が強いの

で一般的にも利用されるスーパーです。 

安全基準が厳しいにも関わらず、普通のス

ーパーに劣らない品揃えです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野菜、乳製品、肉製品、水、お酒、調味

料、化粧品まで、これらの陳列されている

品物すべてがオーガニックになっています。 

野菜は日本のスーパーでは見ない不揃い

やしおれもありましたが、ドイツ消費者は

寛容でむしろきれいに揃っているほうが不

自然に感じるようです。 

値段は少し高い程度で、日本の有機ＪＡ

Ｓマークの野菜程値段に差があるわけでは

ありません。 

仕入れ先はヨーロッパ全土やエジプトで

す。 

ドイツの３大オーガニックチェーン 

 

 

ＢＩＯマーク 

 

 



12 

 

レストランでいただいた食事 

放牧されている牛の様子 

写真左：ブラシで体を擦る牛 

写真右：特別食の出る装置 

仔牛の専用スペース 

チーズ製造工場の様子 

     トウモロコシ畑 

グリンツーリズム施設              発表者 浅見 裕紀 
 
 

  
酪農家のヒルシャーホフさんの牧場へ視

察に行きました。 
ここは１００年以上続く歴史ある牧場で

乳牛２００頭の飼育とその乳牛から採れた

牛乳で作ったチーズ、アイスを販売し、レ

ストランでは牧場で飼育した牛を使ったス

テーキ、地元の野菜や花も販売しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
牛乳の卸売りも行っており、牛乳の価格

は１ℓ当たり、平均で３６セント、悪い時

は３０セントとなるそうです。 
牧場はとても広く一部借りている土地も

あるとのことです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ここの牛は全てコンピューターで管理さ

れています。 
牛がブラシに体を擦るとマッサージ効果

が得られたり、体調不良の牛がやって来る

と特別食が出てくる仕掛けになっています。 
 

 
 
 
 
 
 
 

また、仔牛がミルクを飲みすぎないよう

与えられる量も機械で管理されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
牛が食べる飼料については、牛乳を卸し

ている会社から飛行機で空輸された飼料は

与えないよう、陸路で運ばれた飼料を与え

るように言われているそうです。 
１kg のチーズを製造するには１０ℓの牛

乳が必要となり、ヨーグルトに比べるとチ

ーズは価格が高いとの事です。１回チーズ

を製造するのに４，０００ℓの牛乳を使用

します。 
チーズには水分と空気が抜けるワックス

を塗っています。チーズがもっと簡単に出

来る薬品があるそうですが、薬品は使用し

たくないためワックスを塗っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
トウモロコシ畑には、親子連れが楽しめ

るよう迷路が作られており、牛が見たいと

要望があれば、牛を見せているそうです。 
牧場の宣伝は自分達では特に行っておら

ず、口コミや組合のパンフレット等で広が

っているとの事です。 
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Ｇ．ＧＡＰポーズの寺澤さん 

本部前での集合写真 

グローバルギャップ本部視察を終えて   発表者 星 海鳳 
 
 
 
ドイツ・ケルンにあるグローバルギャッ

プ本部に最終日視察しに行きました。 
そもそもグローバルギャップとは、農産

物の生産者が実施すべき取り組みを推進す

る自主規格の１つです。この認証を受ける

ことによって、食品安全・食品安全管理シ

ステムが強化される、安全な食品の製造や

取引に配慮していることが実証できる、消

費者からの製品の安全性および品質への信

頼を高めることができる等の利点がありま

す。 
グローバルギャップ本部ではギャップと

は何なのか、実際にどんな機能を果たして

いるのか、役員にはなれるのか、ギャップ

は消費者に浸透しているのか等々、細かい

話を伺うことができました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現在グローバルギャップは１２５か国 

２０万種類の植物、６００商品のギャップ

認証をしています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
認証する農産物が例えば果実の場合、 

９９項目の食品安全・６９項目の環境問題、

持続的か・２８項目の労働、健康安全・ 

２２のトレーサビリティー関係の計２１８

項目の審査が認証取得には必要です。この

ような厳しい審査を終えて初めてグローバ

ルギャップを取得できるのです。 
日本では、ギャップ取得にあたり、初年

度は、２５０～３００万円程度の費用がか

かり、続けるにも年１００～１５０万円の

費用がかかります。さらに、取得には時間

や労力などもかかります。とてもじゃあり

ませんが、一個人が手を出せるものでない

のが現状です。日本は、ギャップに関して

は後進国と感じました。 
 一方、ギャップ取得は難しいのに、消費

者の食への関心が高まっているこの世の中。

近い将来でないにしろ、ギャップ非取得者

は、今後、「（日本）国産」という肩書き

が売りにならず、販路が徐々に減っていく

かもしれません。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
今回グローバルギャップを視察し、今ま

で経験できなかったこと、知りえなかった

ことを知ることができました。 
私は将来独立就農しようと考えています。

その時ギャップを取得し他農家とは違う切

り口で、埼玉農業を盛り上げていきたいと

思います。 
 

    Ｇ．ＧＡＰでの研修風景 
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お店の外観と中の様子 

ブドウの遠心分離機 

地下にてワイン試飲 

ワイン畑の前で集合写真 

綺麗に陳列されたワイン 

ワイン醸造所              
 

 
私たちが視察させていただいたのはドイ

ツのゲオルグ・ブレイアーというワイン醸

造所です 
こちらの写真が外観の様子です。 

外から見てもワインが売っていることが分

かるようになっていました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次はワインができるまでの工程です。 

ワイン用のブドウを遠心分離機のような機

械で混ぜて余分なものとブドウジュースに

分けていました。 
１００ｋｇのブドウで７５ℓのワインが

できるそうです。 
瓶詰は機械し、コルク締めは手作業でし

ているそうです。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
地下にてワインの試飲をさせてもらいま

した。 
リーズリング種、グルグンダ種を飲み比

べました。リーズリング種は酸味が強く、

グルグンダ種は酸味が抑えてあって飲みや 
すかったです。 

発表者 白子 敏輝 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
売店はとてもきれいに整頓されていまし

た。リーズリング種、グルグンダ種、スパ

ークリングなど種類ごとに陳列してありま 
した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
最後にブドウ畑を視察しました。自分の

家の畑と比べてみて、やはりワイン用と生

食用では全く違いました。普通は間引きを

するのですが、ワイン用は病気や腐った房

を落としてもそれ以外のものはそのままに

しています。農薬は、後々ワインにする時、

加工するのでかなりかけているそうです。 
初めて知ることがたくさんあったので、

とても勉強になりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

   オランダ・ドイツの農業視察研修を終えて 
 

団 長 野口 雄一郎  
 
 
 
 

はじめに 
 昭和５８年の第１回から数えて第４０回

という節目に当たる本年の海外派遣研修は、

県内各地から強い探究心を持つ研修生９人

が参加しました。 
研修生の経営類型は、野菜、果樹、花き、

茶と様々であり、農家の後継者のほか農業

法人で従事する人、そして年齢や社会経験

も違う多彩な研修生でありました。 
 
１ 視察研修の概要 
 研修は、７月１０日から７月１８日にわ

たり、オランダ６か所、ドイツ５か所の計

１１か所を視察しました。 
 オランダでは、施設園芸（ナス、トマト、

いちご、花き）、露地野菜・主穀（ジャガ

イモ、小麦等）、アールスメール花市場を、

ドイツでは、グローバル GAP 本部、グリ

ーンツーリズム施設、オーガニックの農産

物や加工品を販売するスーパーなど、先進

的な農業技術や経営を始め、農産物の流

通・販売、輸出等、多彩な内容でした。 
また、オランダでは農業者と昼食をとも

にしながら、欧州やオランダの農業情勢、

産学官連携、オーガニックなど幅広い情報

交換を行うことができました。 
このほか、ドイツでは急遽、日本茶を取

り扱う店舗の見学を行うほか、研修の合間

には、スーパーや百貨店で野菜や花、農産

加工品の販売方法や価格などを見て回りま

した。 
 ６月下旬の欧州各地は、記録的な猛暑に

見舞われ、フランスでは４５度、ドイツや

ポーランドでも３８度以上とのことであり

ましたが、研修中の最低気温１３～１５度、

最高気温も２５度前後で、湿度も低く、過

ごしやすい天候でありました。 
 
 

２ 収益性が高く、効率的な農業 
 オランダの国土面積は九州とほぼ同じ大

きさで、そのうち農用地面積は１８４万

haと日本の約４割となっています。 

 また、オランダはアメリカに次ぐ世界第

２位の農産物輸出国であります。 

これは、約５億人の人口を抱えるＥＵ市

場の中心にあり、関税や非関税障壁等の国

境措置に阻まれることなく大量の農産物を

輸出できる環境にあります。 

 このため、集約型で収益性の高い作物と

して、花きや野菜の施設園芸、酪農・畜産

に生産を特化しています。 

また、施設園芸ではロックウール等によ

る養液栽培、温室内の温度や湿度、二酸化

炭素濃度等をコントロールするＩＣＴや環

境制御技術が導入されています。 

さらに、選果・出荷装置は自動化される

など、少人数で生産できる効率的な農業生

産が行われていました。 

 
ICT や天敵農薬等によるトマト栽培 

オランダ北部では豊富な天然ガスが産出

されることから、農業分野でも天然ガスに

よる自家発電機を導入し、温室や施設での

利用や売電が行われています。 

近年は天然ガスを採掘した場所で地震が

頻発し、社会生活への影響が発生していま

す。そのため、２０３０年までに国内最大

の天然ガス田を閉鎖することとなり、新た

なエネルギー確保が課題となっています。 
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このようなこのことから、農業分野では

地下約２㎞から約８０度の地下水を汲み上

げ、その水を温室内の暖房として利用し、

利用された水は再び約２㎞の地下に戻すと

いうシステムが普及されつつあります。 
 
３ 第三者認証による農産物流通 
 ドイツの国土面積は日本とほぼ同じ大き

さで、そのうち農用地面積は１，６７３万

haと日本の約４倍です。 

 主要な農産物は、小麦等の穀物、テンサ

イ、ばれいしょ、酪農等の畜産となってい

ます。 

また、ドイツでは２０５０年までに電力

の８割を再生可能エネルギーで賄うことを

目標としており、バイオマスエネルギー用

途の麦類、菜種等が生産されています。 

 さて、欧州では１９８０年代後半に発生

した牛海綿状脳症いわゆる狂牛病やチェル

ノブイリの原発事故による農産物汚染など、

食品安全への不安が高まりました。 
 その対策のひとつとして、ＧＡＰや 
ＢＩＯなどの第三者認証による農産物流通

が上げられます。 

 
グローバルＧＡＰのレクチャー 

グローバルＧＡＰの始まりは、大手小売

業者から農業者に対して、農薬の使用基準

等を定めた基準よる栽培を求めたことです。 
この基準は小売業者ごとに異なることや

農業者は出荷先ごとに栽培方法を変える必

要があるなど、小売業者、農業者双方に手

間とコストがかかるものでした。 
そこで、１９９７年に欧州の主要な小売

業者が統一したＧＡＰ認証制度を策定し、

２００７年に、農産物流通のグローバル化

の進展などから、欧州以外の小売業者や農

業者も参加したグローバルＧＡＰと発展し

ました。 

現在、グローバルＧＡＰは１２５か国で

６００もの商品が認証を受けるなど、事実

上の国際標準となっています。 
 また、例えば果実では２１８項目の評価

項目があります。この評価項目は技術サポ

ートチームが常に時代の潮流を見ながら、

見直ししているとのことです。 
 
４ 欧州の農業から学ぶもの 
 欧州の農業は、勘と経験による農業では

なく、ＩＣＴや環境制御技術によるスマー

ト農業が行われていると改めて感じました。 
また、なす農家で生産コストを聞いたと

ころ、「㎡当たり１０ユーロ」と即答され、

スマート農業を駆使しコストを意識した経

営が行われています。 
 欧州の農業者は農作物の栽培を担う者で

は無く、労務管理やコスト計算、生産管理、

販売管理、資金調達等を行う「農園」の経

営者であると感じました。 
儲かる埼玉農業を実現するためには、ス

マート農業を駆使し、優れた経営感覚を備

えた農業者を育成する必要があります。 
そのためには、行政、大学、ＪＡグルー

プ、農地中間管理機構、農業関連企業等が

一体となり、農業者をサポートする体制づ

くりが必要であると考えます。 
 

まとめ 
 今回の研修は、少数精鋭であったことも

奏功して、研修最終日には初めて会った人

とは思えないほど、研修生同士の交流が深

まり、研修生同士のネットワークという大

きな財産ができたものと思います。 
また、研修先で学んだ知識や直接見聞し

た文化なども、今後の農業経営や物事の見

方が広がったものと考えます。 
研修生の皆さんには、研修成果を生かし、

成長する埼玉農業の担い手として活躍する

ことを期待いたします。 
終わりに、研修生の皆さん、玉谷副団長

改めてお礼を申し上げるとともに、研修の

実施に当たり御支援、御協力いただきまし

た市町村、各農林振興センター、県農業支

援課、株式会社農協観光の皆様方に、心よ

り感謝申し上げ、研修報告といたします。 
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農業青年海外視察研修を終えて                      
 

 
副団長  玉谷 泰典 

 
 
 

  
 
 

はじめに 
  
第４０回埼玉県農業青年海外派遣団の副

団長として、７月９日から１８日までの９

日間、オランダ、ドイツでの農業を視察研

修してまいりました。 
 派遣団は研修生９名、役員２名の１１名

で、研修生は２０歳から３０代前半までの

農業に対する熱意のある若者が参加しまし

た。 
 視察先は、オランダのナス農家、露地野

菜・穀物農家、いちご栽培農家、アールス

メール花市場、花農家、スマートアグリ

（トマトワールド）、ドイツケルン地区の

マーケット(市場)、スーパー、グリーンツ

ーリズム施設、グローバルギャップ本部、

リユーデスハイムのワイン醸造所など多岐

にわたりました。 
 

 
温室栽培・ナス農家で 

 
１ オランダでの視察研修 
オランダの国土は、九州と同程度の広さ

で、国土のおよそ４分の１が海面よりも低

く、平坦地を有効活用して、花き、野菜、

畜産を中心とした栽培などが行われていま

す。最新の情報通信技術（ＩＣＴ）や環境

制御技術を駆使した「スマート・アグリ」

を導入することにより、土地の生産性は世

界のトップレベルにあります。 
 研修初日に視察した温室野菜農家は、ナ

スの栽培を２５年以上行っている家族経営

農家で、地熱を利用して、地下２．４km
から８５度の地下水を汲み上げて、暖房に

使用しているとの説明でした。露地野菜農

家では、８０ha に小麦、ジャガイモなどを

近所の農家と協力して栽培しているとのこ

とでした。そして、いちご栽培農家では、

１．７ha のいちごハウスで、地熱を利用し

た栽培を行っていました。 
２日目に視察したアールスメール花市場

は世界最大の花市場です。取引の８０％は

ドイツをはじめヨーロッパ諸国に輸出され

ています。この花市場の取扱高は４６億ユ

ーロで、花市場で働く人は２，６７０人で

す。花農家ではサンティーニという菊を６

ha 栽培しています。この栽培ではＩＣＴ、

天敵農薬等、世界各国の種苗会社等の最新

技術が見られました。トマトワールドは、

６つのトマト農家が出資し設立した、スマ

ートアグリを実践している会社でした。 
オランダでの視察研修は、２日間に６カ

所の視察先を訪問する強行日程でした。 
 
 

 
トマトワールドで 
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2 ドイツでの視察研修 

 ドイツの国土は、日本の国土の９４パー

セントの広さで、北部は肥沃な平地、中部

以南は山がちな地形となっています。ドイ

ツの農業生産額はＥＵ第２位でＥＵ全体の

１４％を占めています。比較的平坦な地域

では、穀物、ばれいしょ・飼料用作物と畜

産との複合経営が多くなっています。 
 派遣団はオランダのアムステルダム駅か

らドイツ高速鉄道でドイツに入り、まず、

ケルン地区のマーケット(市場)とスーパー

を視察しました。そして、翌日のグリーン

ツーリズムの視察では、飼料用作物と畜産

のほか、チーズの製造、レストランや直売

所などを経営している農家を視察しました。 
 ケルン地区のグローバルギャップ本部で

は、約２時間にわたって、熱心にギャップ

本部の説明や意見交換などが行われました。

グローバルギャップは、食品安全、労働環

境、環境保全に配慮した「持続的な優良企

業に与えられる世界共通のブランド」で、

世界１２０ヵ国以上に普及し、事実上の国

際標準となっているとのことです。認証は、

取引先や消費者への信頼性、透明性確保の

手段などに活用されています。ただ、消費

者にグローバルギャップの必要性が十分に

浸透しているとは言えないのが現状で、グ

ローバルギャップの認証により商品の選択

の幅が広がったという見方もあります。 
この後、バスでリューデスハイムのワイ

ナリーに向かいましたが、バスの車窓から

は、小麦やジャガイモ、ぶどう畑などが広

がっており、ドイツがＥＵ有数の農業生産

国であることを実感しました。 
 

 
グローバル・ギャップ本部で 

 
 

 
まとめ 

(1) 視察先で思ったこと 
 オランダでは、地球温暖化などの環境

問題に配慮し、地熱・風力などの再生可

能エネルギーを使い、干拓などした農地

で、スマートアグリを実践しながら、効

率的な栽培を行っています。また、交通

網などを整備し、農産物などを世界に向

けて輸出するための物流システムの高度

化・効率化にも力を入れていると思いま

した。 
 ドイツはグローバルギャップの認証、

再生可能エネルギーの活用にみられるよ

うに、農産物の品質向上、環境問題に配

慮した取組のリーダー的存在と言えると

思います。一方で、出生率の低下にみら

れるように農業従事者の高齢化が進んで

いるのではないかと思いました。 
  
(2)   研修生について 

今回、海外農業の視察研修の機会を与

えていただき、研修生の皆さんが「どう

いう課題をもち、どう研修と向き合って

いくのか」、とても関心がありました。

視察先では、積極的に研修に取組み、問

題の本質に迫った質問をするなど、研修

生の問題意識の高さをうかがうことがで

きました。 
「百聞は一見に如かず」の諺もあるよ

うに、実際に海外農業の視察研修に出か

け、現場を自分の目で見て、肌で感じて、

そして、議論をしなければわからないこ

ともあります。併せて、ヨーロッパの歴

史や文化に触れることや社会問題に直面

することもあります。今後も多くの青年

農業者の皆さんが海外視察研修に積極的

に参加され、ヨーロッパの農業、文化な

どを体感してもらえたらと考えています。 
最後に、野口団長、研修生の皆さん、

添乗員の岡崎さん、今回の研修の企画、

運営に携わっていただきました埼玉県農

林部並びに埼玉県農林公社の皆様には、

大変お世話になり、感謝申し上げたいと

思います。ありがとうございました。 
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広大なぶどう畑 

 
海外研修を終えて 

 
                          さいたま市 白子 敏輝 

 
 
はじめに 

 今回、私は海外の農業を全く知らなくて、で

も、もともとほかの国の農業には興味があった

ので、第４０回埼玉県農業青年海外派遣研修

に応募し、参加させていただきました。テレビ

や新聞等でしか情報を得ていなかったので、

直接、現地で直に海外の農家さんや農業の会

社を見れたのはとても有意義な研修でした。 

オランダにて 

アムステルダムでの自由時間でホテルの   

スーパーマーケットに行きました。 

日本では、見たことのない野菜やフルーツ

がたくさんあり、個性的で彩り豊かで見ている

だけでとても楽しかったです。商品を並べる際

の参考になりました。 

ナス生産農家では、施設栽培のナスを見学

しました。高さ５ｍまで伸ばしたナスは圧巻でし

た。技術力の高さがうかがえました。また、日

本のナスよりも２周りくらい大きかったのでとて

も驚きました。 

 苗が弱い種類のナスなのでトマトの苗に接木

して育てていました。1 週間で約８ｃｍ伸びるそ

うです。１㎡で６０ｋｇも収穫できます。ナスの脇

には温水を流すパイプがあり、それで室温を

調節などしていました。日本との品種の違いや

収量の違いがわかり、世界の一部の農作物に

なりますが、優れた農作物に驚きました。 

露地野菜農家では、ジャガイモ、タマネギ、

サトウダイコン、麦を育てていました。近くの水

路に薬が流れ出さないように畑と水路の間に

花を植えていました。ここでは、ヤギやブタ、ウ

シの糞尿で作ったたい肥を使っており、環境

に配慮した農業を行っていることがわかりまし

た。 

また、オランダには治水会という水を管理す

る会があり、貴重な水資源を管理していていま

した。毎月１回ドローンで空から畑を観察し、ス 

キャンをして土壌の状態を調べており、環境 

保全型農業と先進技術の活用が参考になりま

した。 

 イチゴ農園では、温水を使い室温を調整して

いていました。日本と違いオランダでは夏がイ

チゴの旬になり、冬は野菜などを売っているそ

うです。 

 花市場ではパソコンによる競りや花の出荷を

視察しました。 

次に、視察した花農家は、収穫は手作業で

したが運搬や選別は機械で作業していまし

た。やはり機械化が進んでいる国だと思いまし

た。 

 トマトワールドは、トマトの博物館のようなとこ

ろでした。５社が集まってトマトの研究をしてい 

て、様々なトマトについて知ることができまし

た。 

ドイツにて 

 グローバルギャップの視察では、農業をする

上で大事な安全面などを見直すことができてと

ても勉強になりました。 

 最後に行ったワインの醸造所ではワイン用の

ぶどうを見ることができて生食用のブドウとの

違いも勉強できました。お店の地下室で、その

ワインの試飲もでき、自宅のブドウ作りと比較

ができたのでとても有意義でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ  

 今回の研修を通して、オランダやドイツの農

業に触れることができ、日本との違いを勉強す

ることができました。気候や設備の違いがある

もの商品の見せ方や農業の安全面などの見

直しなど実践できるところがあり、今後、少しず

つ取組んでいきたいと思いました。 
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ドイツ 生花アレンジメント 

オランダ アールスメール花市場 

 海外研修を終えて 
 
                          さいたま市 武笠 みどり 

 
 

はじめに 

今回は第４０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。また、研修にあたりご協力い

ただいた関係者の皆様には、心より感謝申

し上げます。 

私はさいたま市にて観葉植物（婚礼用グ

リーン）を生産、都内の花市場へ出荷して

います。ヨーロッパの花への興味関心が強

く、今回参加させていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４０万種の品種を取引するアールスメー

ル花市場では、８０％の切り花が諸外国に

輸出されています。バラ、チューリップ、

キクの取り扱いが特に多いです。輸出して

も耐えられる切り花を検査室で、トラック

の状態（温度、水温、湿度）でシュミレー

ションし、検査しています。日本の花市場

にも品質改善室などがありますが、圧倒的

に出荷数が多いアールスメール花市場の検

査室では、より緻密な検査がなされていま

す。 

市場での物流の様子を実際に現場で見

て、想像を超える規模の広さが印象に残り

ました。多種多様な切り花を見て日本一綺

麗な生花の生産を目指しても、世界一の生

花の生産には叶わないと実感しました。 

ドイツ ケルンのマーケット視察 

 ドイツのマーケットの花屋さんを数軒、

視察しました。日本にはないスピードで

次々に花束を買っていくお客さんを見て感

動しました。「母の日だから」という特別

な理由と限らず、「綺麗な花が売っていた

から」という理由で花を買っていく異国の

文化を肌で感じました。 

２枚の写真は切り花のアレンジメントで

す。オランダでは造花の飾りつけはありま

せんでした。日本では実際、造花の進出が

目覚ましく写真でみると生花にみえるクオ

リティーです。オランダ、ドイツのように

生花が生活の質を上げるアイテムになって

ほしいと私は切に願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 

 これからの日本は人口の減少にともな

い、より個人の力が求められ、国籍、年

齢、性別を問わず個人で戦っていくように

なります。英語には敬語がないように、相

手を敬い公平に関わること、そして自分の

ポリシーを貫くことがより大事な時代にな

ってくると実感しました。２０２０年とい

う新しい時代に、良質な部分を引き継ぎつ

つ、日々の植物生産・出荷に力を注いでい

こうと思います。埼玉県の次世代を担う青

年農業者のためにぜひ、今後も末永く続い

てほしいと感じたプログラムでした。 
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オーガニック専門のスーパー 

 

ケルンの日本茶を扱うお店 

 

 

海外研修を終えて 
 

 狭山市 浅見 裕紀  
 
 
 
 

はじめに 
 第４０回埼玉県農業青年海外派遣研修に 
参加させて頂き、ありがとうございました。 

私は狭山市で製茶販売業を営んでおり、

就農して２年目になります。茶の栽培から

製造、仕上げ、近年は抹茶の栽培、製造、

仕上げも行っております。 
昨今、オーガニック栽培、オーガニック

製品が世界的に流行しており、単に化成肥

料や農薬を使用しているから、ということ

ではなく深く掘り下げて、調査したいと思

い研修に参加させて頂きました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 オランダ、ドイツを視察させて頂きまし

たが、２ヵ国共にオーガニックに関心が高

く、ドイツではオーガニック専門のスーパ

ーがありました。スーパーでは厳しい審査

を通過したオーガニックの野菜、お肉など、

様々な加工品が陳列されていました。 

商品のほとんどに「BIO」というマークが

プリントされており、オーガニック製品で

あるという目印になっていました。改めて、

欧州のオーガニックへの関心の高さを知る

のと同時に、農作物や農作物の栽培の過程

に対して関心が高いなと、日本との違いを

肌で感じました。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
私が、研修の視察先（オランダの露地野

菜農家、ケルンで日本茶を扱うお店）で

「何故オーガニックが流行しているのか」

と質問をすると、両者とも同じ回答で「社

会的に農薬は消費者、生産者共に良くな

い」という回答でした。 
オランダでは、以前はオーガニック栽培

に取り組むことによりお金が支給されてい

たとも言っていました。オーガニックが流

行しているからと言って慣行栽培がいけな

いわけではなく、ケルンのお茶屋さんでは、

静岡県で慣行栽培されたお茶を販売してお

り、オーガニック栽培されたお茶を鹿児島

県から仕入れており顧客もいるとの事でし

た。 
 
まとめ 

 結論として、慣行栽培でも販売が出来、

買う人もいるということです。日本との違

いはただ流行だからなどではなく、上記で

述べた理由がありました。日本とは違い、

国の援助もありました。オーガニックにつ

いてとても理解が深まりました。 
最後にこの研修に携わって頂いた方々に

感謝御礼申し上げます。 
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オランダ・ナス農家 

 

オランダ・イチゴ農家 

 

 

海外研修を終えて 
 

 三芳町  鈴木 啓介  
 
 
 
 

はじめに 
 この度は、第４０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、代々ほうれん草や小松菜、

ネギ等をメインとした農業を営んできまし

た。しかし、昨年度からは更なる収益向上

を目標に、町内初のイチゴ栽培を始めまし

た。昨年度はイチゴによる大きな収益向上

がありましたが、イチゴだけでなく他の作

物、特に夏野菜での収益向上を図りたいと

考えました。 
 そのため、農業先進国であるオランダで

はどのような栽培、経営を行っているのか

等、自身の視野を広げるためにも、海外研

修に赴くべきだと考えたので、参加させて

頂きました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研修先で興味を引かれたのは、オランダ

のナス農家でした。研修先では、ナスの水

耕栽培を行っており、２月から１１月の収

穫（６０ｋｇ／㎡）とほぼ通年での栽培を

行っています。土壌はロックウールで、培

養液は毎週サンプルを採取、分析すること

で、水耕システムを管理しています。また、

地熱を利用した温水管による温度確保を実

施しています。 
ここで驚いたのは、オランダではナスの 

栽培が盛んでなく、国内で１６軒ほどしか

いないというという事でした。ナスの健康

面やエネルギー面、人気のあるバーベキュ

ーでの一品としてアプローチする事で、消

費者を確保してきたとの事です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 次に、オランダのイチゴ農家です。私も

イチゴ農家なので、非常に興味を惹かれま

した。 
こちらの農家では、水耕栽培によりほぼ

通年での栽培を行っています。親株を更新

することなく、同じ親株から苗を作る四季

成りの品種を扱っています。 
 我が家では土耕で冬季から春季の栽培で

あるので、このような栽培に驚きました。

また、ナス農家と同じように地熱を利用し

た温水管を使っています。 
 特に驚いたのは、店舗の整備が充実して

いたことです。イチゴ以外に地元作物や加

工品を販売できるようになっており、子供

が遊べるようにイチゴ型の遊具があります。 
 
まとめ 

 海外研修で感じた事は、環境を考慮した

エコな栽培技術と合理的且つ先進的な栽培

設備と農業経営です。 
 この度の研修を１００％活かせるよう、

この経験を自分の農業に盛り込み、邁進し

ていきたいと思います。 
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露地野菜農家の圃場の一部 

スーパーマーケットに置かれたバナナ 

緑のタグが有機栽培されたもの 

 

海外研修を終えて 
 

 三芳町  瀨島 崇史 
 
 
 
 

はじめに 
 この度は第４０回埼玉県農業青年海外派

遣研修に参加させて頂き、誠にありがとう

ございました。 
 また、研修に当たりご協力いただいた関

係者の皆様には、改めて感謝申し上げます。 
 私は昨年の１月に就農し、現在は両親と

ともに季節に合わせてホウレン草、枝豆、

サツマイモを生産しています。 
 今回の海外研修に参加した理由は、経営

を進めていく中で、日本だけではなく海外

の農業をこの目で見て、自分の中の視野を

広げたいという思いから応募しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
海外での研修を行っての全体的な感想 
 今回の研修ではオランダでは６カ所、ド

イツでは５カ所視察をしました。 
まずオランダに到着して驚いたことは、

圃場の規模の大きさでした。２日目に視察

した露地野菜農家の圃場は８０㏊あり、そ

の広大な圃場でジャガイモ、麦、タマネギ、

砂糖大根の４品を栽培していました。 
 また、オランダでは農薬を使わずに蜂を

使い害虫を駆除する「天敵農法」が取り入

れられており、視察したほとんどの農家で

採用されていました。例えばナス農家では、

５．２㏊の温室の中にマルハナバチが入っ

た箱が８５個置いてありました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ドイツでは、ケルンで生産された野菜の

市場や有機野菜専門のマーケットに行く機

会がありました。市場では広場一面にテン

トを立てて、そこで新鮮な野菜や卵、ソー

セージや服飾品などが販売されていました。 
 一般的なスーパーマーケットでも野菜の

販売方法が日本とは違う点があり、日本で

は有機野菜は専門のコーナーとして一カ所

に纏められていることが多いですが、ドイ

ツでは有機栽培された野菜と、農薬を使用

した野菜とで、同じ野菜を隣り合わせにす

ることで顧客に選択肢を与えるという方法

をとっていました。 
まとめ 

今回の研修を通じて、海外の農業技術や

販売方法の違いを目の当たりにしました。 
 気候条件などもあるので、全て真似をす

ることは難しいですが、取り入れられる部

分は取り入れて、今後の自身の経営に活か

していきたいと思います。 
最後に、今回一緒に海外へ行った研修生

とも今回限りの付き合いではなく、今後と

もお互いが切磋琢磨しながら、長い付き合

いが出来ればと思います。 
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海外研修を終えて 
 

 上里町 寺澤 健人 
 
 
 
 

はじめに 
 第４０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。 

 私は現在、農業法人でたまねぎ・ネギ・

キャベツなどを栽培しております。 

今回の研修に参加した理由は、土地集約

や経営の高度化など、農業をとりまく環境

が変化していく中で、先進事例と言われる

欧州の農業をこの目で見ておきたいと考え

たからです。その中でも農業ＩＣＴ技術や

バイオマスなどのエネルギー利用に焦点を

当てこの研修に臨みました。 

 

ハウスへの地熱利用が進むオランダ 

 オランダの農業視察で感じたのは、｢地

熱｣の利用が盛んに行われていることでし

た。オランダではガスの産出を原因とした

地震の頻発によりガス田の閉鎖が決まって

おり、施設園芸の温度管理に欠かせない天

然ガスの値段高騰が問題となっていました。 

 そのため、ハウスの加温のために地熱の

利用が進んでおり、全ての視察先で地熱が

利用されていました。驚いたのはそのコス

トです。地熱を利用するためには約２ｋｍ

を掘削する必要があり、その費用は日本円

で約２０億円にもなるそうです。視察先で

は農業法人などからなる１６団体が一体と

なり地熱利用を行っていました。 

  

露地栽培でのＩＣＴ技術 

 私が真っ先に感じたオランダ農業の特徴

は平坦で集約された土地でした。1枚数十

haにもなる圃場は農業機械の大規模化効

率化と効率化に寄与するだけではなく、圃

場情報の収集を容易にしていると感じまし

た。しかし、そこまで集約化された土地で

も１００ha規模でなければ農業単体で生

計を立てるのは難しいそうです。 

圃場にはドローンや機械に取り付けたセ

ンサーによって土壌の細かい情報(温度・

EC・PH)や作物の情報(生育状態・病害虫の

有無)などを適時確認することができるよ

うになっていました。協力会社の中には、

日本の大手メーカーの関連会社も含まれて

いました。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
また、圃場周りには景観をよくするため

の花が植えられていたり、水路の水質保全

に取り組んだりと、環境保全にも力を入れ

ており、オランダ農業の環境への意識の高

さを感じました。 
 

まとめ 

今回の研修では欧州の農業経営者のレベ

ルの高さに驚かされました。研修先の経営

者の方々は、必ず何かしらの戦略を持って

事業を行っていました。また、全ての経営

者が、コストに関する質問について相当し

ていたのも印象的でした。現状を細かく把

握し、戦略を立て実行している様子は、ま

さに経営者の姿そのものだと感じました。 
先進的な事例に追いつけるように、今回

の体験を自分の農業に生かしていきたいと

思います。 

 
 

顔写真 
（提出してい

るものを使用

します） 
 
 

  露地栽培での情報収集 
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海外研修を終えて 
 

 上里町 中谷 洋祐 
 
 
 
 

はじめに 
 この度、第４０回埼玉県農業青年海外派

遣研修に参加できる機会を設けていただき、

また有意義でこの上ない経験ができたこと

を心より感謝申し上げます。 

 私は現在勤めている会社でタマネギ、キ

ャベツ等、約３０ｈａほどの栽培管理をし

ています。そのうえで生産性の高い栽培や

経営の仕方、導入機械やスマート農業のシ

ステム等がどういうものなのか実際に見て

学びたく研修に応募しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

日本と研修先国の農業の違い 

まず環境への配慮が違うと感じました。

天然ガス、地熱、風力、太陽光が主ですが、

そのエネルギーを余すところ無く農業やそ

の地域に最大限活用し循環させています。

天然ガス使用後の排ガスであるＣＯ２をハ

ウス内の作物に使い収量等を伸ばしたり、

地熱で引き上げた熱水をハウスの暖房に使

用した後、地域やほかの企業等に還元しそ

の水を再び地下に戻したりと無駄なく循環

させているのです。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また収益性や生産性の高い作物が多く、

栽培環境も基本的にガラスハウスであり、

コンピューターで温度、湿度、ＣＯ２濃度

等を自動的に調整管理しています。常に生

産スキルや作物に最適な土や水、環境を作

りだしコントロールするために国、企業が

農家と連携していて合理的な農業の栽培や

経営のシステムがしっかりと構築されてい

ます。これをどの農家も導入しているので

す。常に研究を進め、様々な統計データを

積み重ね活かしているところには大変な感

銘を受けました。 

日本でもこれから農商工連携で少しでも

農業が成長できるように尽力したいです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

移動中での大量の風力発電 

 

 

オランダ茄子農家のガラスハウス 
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海外研修を終えて 
 

 上里町 星 海鳳 
 
 
 
 

はじめに 
 この度は第４０回埼玉県農業青年海外派

遣研修に参加させて頂き、また、研修にあ

たりご協力いただいた関係者の皆様には、

心より感謝申し上げます。 
私は現在、埼玉県上里町にて、主に玉ね

ぎの生産・出荷調整を行っています。 
海外の農業事情や栽培技術、特にオラン

ダにおけるスマート農業に興味があったの

で、今回の海外研修に参加させていただき

ました。 
 
オランダ 菊農家 

オランダの菊農家では、６万平米の敷地

で年３，０００万本の菊を全てハウス内で

生産していました。畑を 7 区域に分けるこ

とで、栽培管理がしやすくなるのと、時期

をずらしながら永続的に栽培していました。 
さらに、そのすべてが地植えされており、

マルチやビニールなどは一切使用されてお

らず、環境に配慮した栽培を行っていまし

た。一年に１回１４０℃／６時間で土壌蒸

気消毒が行われ、そのおかげか年に７回、

同じ区域で菊を栽培しても、連作障害が起

きないとのことです。基本、堆肥は鶏糞・

家庭ごみ・コンポストなど、日本とあまり

変わらない様なものを使用していましたが、

追肥は「BORAX」という水溶性の肥料を

灌水と同じ要領で天井散布するため、そこ

は日本にはあまり浸透してないやり方だな

と感じました。 
IT 技術・機械面では、WKK という機械

を使用しエネルギーを生み出し、排ガスで

あるＣＯ２を利用した環境制御を行ってい

ました。 
さらに栽培管理から出荷作業までのほと

んどを機械化していました。主要な配管や、

ベルトコンベア等は地下に埋めてあり、地

上部は耕す畑以外はコンクリートを敷いて、

作業のしやすい環境づくりがされていまし

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

日本と研修先国の農業の違い 

まず環境への配慮が違うと感じました。

天然ガス、地熱、風力、太陽光が主ですが、

そのエネルギーを余すところ無く農業やそ

の地域に最大限活用し循環させています。

天然ガス使用後の排ガスであるＣＯ２をハ

ウス内の作物に使い収量等を伸ばしたり、

地熱で引き上げた熱水をハウスの暖房に使

用した後、地域やほかの企業等に還元しそ

の水を再び地下に戻したりと無駄なく循環

させているのです。 
 
まとめ 
 今回の研修を通じて、海外の農業を目の

当たりにし今まで経験できなかったこと、

知り得なかったことを知ることができまし

た。この研修で学んだことを今後の農業経

営に活かし、埼玉農業を盛り上げていきた

いと思います。 

 最後に、この研修でお世話になりました

各関係機関の皆様、団役員、研修生の皆様、

ご支援いただきました全ての皆様に心から

感謝とお礼を申し上げます。 
 

      ハウス内の様子 
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ナス農家 

アールスメール花市場 

 

海外研修を終えて 
 

越谷市 柿田 幸宏  
 
 
 

はじめに 

 今回、第４０回埼玉県農業青年海外派遣

研修に参加させて頂きありがとうございま

した。 
私は杉戸農業高等学校、埼玉県農業大学

校で農業を学んできました。現在は越谷市

の渋谷農園でホウレンソウやネギ等の生産、

出荷作業をしております。 
今回研修に参加した理由は海外のコンピ

ューター技術を取り入れた最先端の農業体

系等を見て、今後の機械化や作付面積が増

えていく中で取る入れられる技術や作業の

省力化が出来るか、また、日本の市場と海

外の市場の違いに興味があったからです。 
今回の研修で一番印象に残ったのは、オ

ランダのナス農家での視察です。日本では

見ない大きなハウスの中に高く伸びたナス

の光景に驚きました。こちらでは地熱と天

敵を利用したバイオ農法を使った施設栽培

をしており、２月から１１月の上旬までの

収穫で１平米につき６０ｋｇ分の収穫をし

ていました。ハウス内は水や栄養の投与を

コンピューターで管理していて、毎週ごと

にサンプルを専門家の所に出し、調整を行

っていました。収穫時には通路に敷いてあ

るレールの上を機械が走行し、人が乗って

作業出来るようになっていました。出荷規

格は機械によって６種類に分けられており、

５ｋｇごとに箱に詰めて出荷していました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３日目に訪れたアールスメール花市場で

は世界最大級の花市場の規模に驚きました。

約４０万種の花を取り扱っている事もあり、

たくさんの電気自動車と従業員の方々が行

き交っていました。日本の市場と比べて、

ここでは市場内の花の移動や競売がコンピ

ューターで管理されており、また週ごとに

室内温度２０℃、湿度６０％で調整された

部屋の中で花の付け方、色や大きさ等を見

る日持ちの検査を行う部屋や全長１５ｋｇ

のトンネルを通り、卸売の会社まで運ぶト

ロッコがある等、機械化による徹底した作

業の効率化を直に見る事が出来ました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
今回の海外研修の多くの視察先で共通し

ていた事は生産力や品質、売り上げの向上

はもちろん、付加価値として自然・生物等

の環境保護や消費者に安心・安全な生産物

を提供する取り組みを積極的に行っていた

事だと思いました。環境や文化の多くの違

いを学び、他の研修生の方々との交流した

時間はとても大きな刺激と貴重な経験にな

ったと思います。 
今回の研修で学んだ知識と経験を活かし、

これからの農業を更なる発展に繋げられる

ように努力したいと思います。 
最後にこの研修でお世話になりました各

関係機関の方々、団役員、研修生の皆様に

感謝と御礼を申し上げます。 



オランダ

ドイツ

研 修 の 思 い 出



結団式 結束

何を学びに行くか 鳥の目、虫の目、魚の目

出発のあいさつ 搭乗手続き

いよいよ・・・ 出国

29

結団式・出発



ナス ナスinガラスハウス

PANDA B.V.のポールさん 高さ何メートル？

何か？ まさに外車

おいしかったサンドイッチ かみごたえのあるパン

30

オランダ　１



楽しかった質疑応答 集合写真（露地野菜）

イチゴの苗 イチゴ

イチゴinガラスハウス イチゴ

イチゴ イチゴのタルト

31

オランダ　２



実食中 実食中

玉谷副団長 集合写真inイチゴ農家

カワイイベイビー 集合写真in花市場

アジサイ ハイテクせりの風景

32

オランダ　３



効率的な花市場 僕の運転どう？

玉谷さ～ん！！ 菊

菊 菊

質疑応答 集合写真in花農家

33

オランダ　４



トマトワールド 陽気な講義

試食中 これは・・・

見学中 集合写真inトマトワールド

風車 レンガ造りのアムステルダム中央駅

34

オランダ　５



高速鉄道 出発前

気取ってる いびき3分前

野口団長と玉谷副団長うしろにみどりさん マーケットの風景１

マーケットの風景２ マーケットの風景３

35

ドイツ　1



マーケットの風景４ マーケットの風景５

マーケットの風景６ マーケットの風景７

ドイツのビオマーク いい香り～お茶屋にて

ライトアップinケルン大聖堂 たまたま記念の日で行ったら
花火見れて良かったな。

36

ドイツ　２



ぺヤング　美味。 疲れちゃった！？

グリーンツーリズム 直売所１

直売所２ グリーンツーリズム　牛乳しぼってるよ。

チーーーーーズ！ 慣れてるバス運転手さん

37

ドイツ　3



牛舎 直売所３

集合写真inグリーンツーリズム スープは食べる。

食事風景１ 食事風景２

ステーキ　まいうー デザート　うまし

38

ドイツ　４



ホテルの近く ライン川と橋とみんな

ボッタクリ　注意！！ いや、カギだらけ！！

大聖堂と真顔班長 大聖堂の中

きれいなステンドグラス テラサワクン

39

ドイツ　５



がんばったね、テラサワクン　Ｇ グローバルギャップ本部１

グローバルギャップ本部２ グローバルギャップ本部３

熱き戦い→ →くだらなかった。

やっとソーセージ出た！！ 男子校に放りこまれた女子

40

ドイツ　６



ワイナリー１ かんぱい

真ん中の人　すぐ捨てる ソムリエ　Mr.ナカタニ

オシャレなワイン マリエッタさんと

ドイツらしいぶどう畑 集合写真inぶどう畑

41

ドイツ　７



楽しかった観光 カキタ

かわいい町なみ もってきたベルリンのかべ

もってきた大きいベルリンのかべ 喫煙所

ソーセージ　ＰＡＲＴ２ まじうまビール

42

ドイツ　８



ハイデルベルグ観光 カキタ

スズキ　ウェーイ（Way) 昔がえりの会

日本のイケメン若手俳優 ビールのCMのワンカット

アド街美女と モデルデビュー前

43

ドイツ　９



。・・・ にあいすぎやろ。

添乗員さんと 美女と野獣2019

モデル１ 　　　モデル２　　　　　　　モデル３

コラボ 集合写真inハイデルベルグ城

44

ドイツ　１０



面白い写真 集合写真inライン川

いと、おかし フェー

いと、おかし アップルワイン！！

すばらしいマナー いと、おいし

45

ドイツ　１１



母国日本 成田０３

帰国 帰国した団長

かきた つかれた～

ありがたいお言葉 ありがとう　またね。

46

帰国



部長報告１ 部長報告２

部長報告３ 報告会準備１

報告会準備２ 報告会準備３

報告会準備４ 報告会準備５

47

帰国報告・研修報告会準備



優秀な第４０回研修生 優秀な第４０回研修生２

花農家 まるで兄弟

トップ２ 打ち上げ１

打ち上げ２ Thank you！！

48

研修報告会・報告会後



報告書編集

編集長 中谷 洋祐
副編集長 寺澤 健人
編集委員 白子 敏輝 武笠 みどり 浅見 裕紀

鈴木 啓介 瀨島 崇史 星 海鳳
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