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は じ め に 

 

公益社団法人埼玉県農林公社では海外の農業事情について見聞を広め、国際化に対応

できる経営を行える青年農業者の育成を目的として昭和５５年度から８５０名を超える

研修生を海外に派遣してまいりました。 

しかしながら、令和２年度においては、新型コロナウイルスの感染症により世界各国

での入国制限や日本国の渡航制限により研修生の海外派遣を実施することができません

でした。 

そこで、これまでに海外派遣に参加をいただいた皆様に研修で学んだことを現在の農

業経営にどう生かし改善をしているか等のアンケート調査をさせていただきました。 

その結果、研修の有用性や参加した皆さんの横のつながり、日本から出て実際に見て、

触れて、感じることの重要性などが分かってきました。 

新型コロナウイルス感染症の影響で実際に人と人が対面して行うことが困難になって

いますが海外研修においては実際に現地に行くことの重要性が再認識できました。 

アンケート結果については、海外派遣研修が再開できたときに向けて研修内容の検討

に活用させていただきます。 

また、研修に参加いただいた皆様の中から優れた経営をされている方を地域ごとに選

ばせていただきご紹介をさせていただきました。 

皆様それぞれ海外派遣研修の成果を経営発展につなげるなど参考となる内容です。今

後海外派遣研修への参加を検討している皆様には是非ご一読いただきたいと思います。 

今回ご紹介をさせていただいた方をはじめとして海外派遣に参加された方は、埼玉県

農業を牽引している方が数多くおり、このことが海外派遣研修の成果ではないかと感じ

ております。 

結びに、当事例集の作成に当たりまして、アンケートに御協力を賜りました皆様はも

とより、日頃から御指導、御協力をいただいている県を始め、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、この事例集が、県内各地で活躍する青年

農業者をはじめ、埼玉農業の発展を目指す皆様の参考になれば幸いです。 

 

令和３年３月 

公益社団法人埼玉県農林公社 

理 事 長 持 田  孝 史   
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北本市 内田泰宏さん（株式会社ベジファーム北本） 

昭和６３年 第９回参加（アメリカ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

１ 経営概要 
 

（１）経営規模など 

  田  4ha 米                            

  畑 18ha 埼玉県の特別栽培農産物（レタス、キャベツ、ブロッコリー、  

       ニンジン、ネギ、大根）を中心に多品目大量生産        

（２）労働力  

  ・本人  ・妻   ・父  ・母   ・パート 12人           

（３）機械装備  

主要な装備など 

   トラクター（110馬力、45馬力、35馬力、27馬力、24馬力、21馬力）  

      各 1台、乗用定植機 1台、半自動定植機 3台、乗用ねぎ管理機 1台   

   ブームスプレイヤー1台、2ｔトラック 1台、1.5ｔトラック 1台    

   軽トラック 7台ほか                         

 

２ 研修参加に至った経緯・動機 
 

 私は、22歳の時、当時では 3Kと言われ、魅力のない職業 NO.1とも言われ  

ていた農業に就きました。その年の秋、不安もありましたが、自分の鍛錬の  

ため、また、行きたいと思うタイミングとも合ったことから、この海外派遣  

研修に参加しました。                          

 また、細かくせこせこやっているイメージの日本の農業と違い、スケール  

の大きなアメリカの農業を見てみたい、人気のない農業を自分が「元気な農  

業」に変えたい、年寄りばかりが携わり若い人が育たないというイメージを  

払拭したい、農業で成功してやるぞ！という気持ちが後押ししたと思います。  

内田さんの採れたて旬野菜 
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３ 研修で印象に残っていることなど 
 

 アメリカへ出発する前に公民館に研修生が集まり、親睦を深めるためのオ  

リエンテーションが行われました。そこではリーダーシップを発揮する人、  

気配りが上手な人、みな協調性があり、チームのバランスが良く、メンバー  

同士、心が通じ合い、海外へ行く不安が一気に解消されました。       

 カリフォルニア州サリーナスの市場で食味したレタスは、硬くて、食感、  

食味が悪く、日本の品質の高さを実感しました。              

  

４ 現在の経営に活かされていること 
 

 サリーナスの野菜地帯で 100馬力の 

トラクターを見て、日本の 35馬力のト 

ラクターではとても敵わない、自分に 

は縁がないと当時は、思っていました。 

「夢は見るものではなく、叶えるもの 

である。必ず、夢は叶うもの。」と、 

一度した努力と同程度の努力に甘んずる 

ことなく、常に向上心を持って、3年後、 

5年後、10年後をイメージして頑張ってきた結果、 

今では、平気で 100馬力のトラクターに乗って、仕事をしています。     

 また、萎れた状態で売られている野菜を見て、消費者の皆さんはこの野菜  

にお金を払って購入されているのかと、野菜の鮮度について考えさせられま  

した。お店の人が自信を持って販売できる野菜、消費者が買いたいと思う野  

菜を生産者として作ることが大事であることに気づき、その日から地域経済  

の活性化、地域興しのためにできることは何か、考える毎日を送っています。  

 

５ 今後の研修参加を考えている方へ 
 

 私は、就農したばかりの 20代で農業の 

仕事の内容が何も分からないうちにアメ 

リカの農業を見ることができたので、見 

たものすべてが新鮮で、客観的に素直に 

受け入れることができたと思っています。 

国も規模も異なるので、自分の家の経営 

と比較することを無理にしなくても良い 

と思いました。            

 この研修で、私は、大勢の友人に恵ま 

れました。また、この研修に参加したことで起業家意識を強く持ち農業経営  

していこうとより強く思うようになりました。この研修の経験が会社設立に 

もとてもプラスになっています。皆さんも是非、参加してください。     

100馬力のトラクター 

自社ブランド「旬の奏Ⓡ」 
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上尾市 田中俊助さん（株式会社田中花園） 

平成２９年 第３８回参加（スペイン、イタリア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 経営概要 
 

（１）経営規模など 

  施設園芸設備 約 2,640㎡                      

  露地     約 660㎡                      

   シクラメン、ガーデニング用花壇花、高級ギフト用鉢花の生産、加工、  

   販売                               

（２）労働力 

  ・本人   ・正社員 3人  ・パート 8人            

（３）機械装備  

主要資本装備など 

    ガラス温室 6棟、パイプハウス 10棟               

    軽トラック 2台、トラック 2台など                

 

２ 研修参加に至った経緯・動機 

 
 自然主義を前提にした欧州の農業経営に興味があったことに加え、研修プ  

ログラムの中にワイン醸造があり、安価でアシの早いブドウを長期保存の可  

能なワインという高級飲料に換えていくプロセスが花卉産業にも応用できる  

のではないかと考えたこと、また、本場のおいしいワインが飲めると思った  

ことから研修に参加しました。                      

左：勲さん（田中花園の創業者。俊助さんの祖父。）右：俊助さん 
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Eataly で購入した DOCGワイン 

３ 研修で印象に残っていることなど 
 

 イタリアの養豚農家を訪問した時、 

豚が放し飼いにされていた上に、玩  

具として綱が与えられていました。  

「どうして、放し飼いなのか？」と尋 

ねると、「豚は 5歳児くらいの知能が 

あるため、死への恐怖心を与えないよ 

う、なるべく ストレスフリーに育て 

ている。」と回答がありました。    

 アニマルウェルフェアの考え方に対 

応した飼養管理の重要性について学ん 

だ後、農場でサラミをいただいたので 

悲しい気持ちになりながらも残さず食べました。（笑）            

 

４ 現在の経営に活かされていること 
 

 現在の日本でもやっと提唱され始め 

ましたが、ヨーロッパでは既に「持続 

可能な農業」というものをしっかりと 

見据えていました。         

 そのため、弊社でも再生可能資源の 

リサイクルや、省エネ生産に取り組ん 

でいます。             

 ゆくゆくは、水資源の再利用にも取 

り組みたいと考えています。     

 

 

５ 今後の研修参加を考えている方へ 
 

 日本国内の他の農業事業者を見てい 

ると「周りも、こうだから自分も今の 

ままでいいや」と思ってしまいがちで 

す。                

 ところが、日本から国外に目を向け 

ると、そこではさらに進んだ考え方や 

経営をしていることに気づかされます。 

 自分自身が”井の中の蛙”にならな 

い為にもぜひ参加を検討してください。 

いい意味で裏切られると思います。  

放し飼いの豚 

バルセロナの噴水広場 
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飯能市 斉藤和重さん 

平成６年 第１５回参加 

（オランダ、ドイツ、スイス、フランス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 経営概要 
 

（１）経営規模など 

  田 1ha 餅米、小麦                       

  畑  1ha  ダイコン、ハクサイ、ナス、キュウリ、カブなど           

   和菓子（饅頭、草餅、あんこ、正月用の餅）、うどんの製造、販売  

   自家生産野菜を用いた漬物の加工、販売              

（２）労働力  

  ・本人  ・父  ・母  ・パート 7人（うち 1人は直売所）    

（３）機械装備  

主要な装備など 

    トラクター（33馬力、13馬力）各 1台、コンバイン 1台     

    管理機 4台、乾燥機 1台、軽トラック 2台、軽バン 3台      

 

２ 研修参加に至った経緯・動機 
 

 海外の農家にホームステイした経験がある地元の 4H クラブの先輩がおり、 

その方から海外の農業事情を日頃から聞いて、海外の農業に興味を持ってい 

ました。頭の中で大規模経営のイメージができても実際に取り入れるために 

は自分の目で見てみないことには始まらないと思い、研修に参加しました。 

愛車のトラクター 
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３ 研修で印象に残っていることなど 
 

 スイスでは 40haもの規模の農地を耕作していても決して、生活が豊かとい 

う訳ではないとお話を伺いました。一方で、花を家の周りや食卓に飾り、明 

るい色を取り入れるなど「心のゆとり」や「街の美化」により心の豊かさを 

大切にしている国であることが分かり、日本でも取り入れたいと思いました。 

 また、スイスの農業家政高校では、教育を押しつけるのではなく将来自分 

に必要なことを「自分で考え、自分で学び、自分で作る」という生徒自身が 

選択するユニークな教育方針を取っています。高校卒業後、「マイスター」の 

資格を取得させ農業知識のない経営主をなくすことで将来の農業を守ろうと 

しており、日本の農業教育より進んでいると思いました。         

 オランダで訪問したミニトマトの生産農家では、多くの従業員やパートを 

雇っていましたが、パートの賃金は時給制ではなく歩合制のため、完熟する 

前にいかに量を取るかということに力を注いでいる姿が印象的でした。   

  

４ 現在の経営に活かされていること 
 

 オランダでは環境のことを考えて、蒸 

気を使って土壌の熱消毒を行っていまし 

た。そのやり方をヒントにし、自分の畑 

でもできる方法として太陽光を用いた土 

壌消毒をするなど考えるきっかけとなり 

ました。               

 また、ヨーロッパ研修での体験をきっ 

かけに、いろいろな人と交流を持つこと 

の大切さを学びました。これまで、新規 

参入希望者の方々とも多くの意見交換の 

機会を設け、時代に合った地域一体型の 

農業を行っています。         

 

５ 今後の研修参加を考えている方へ 
 

 埼玉県内の市町村から異なる経営形態の研修生がこの研修に参加します。 

住んでいる地域によって農業に対する悩みも違うし、考え方もそれぞれです。 

また、その悩みに対して仲間からいろいろな答えを貰うことがあり、その中 

に自分が探していた答えが見つかることもあるかと思います。       

 そして、今は無駄かもしれないと思う知識が、いずれ役に立つ時が必ず訪 

れます。「自分の目で見る。自分の心で感じる。自分の頭で考える。」ことで 

自分の世界が広がります。                       

 この研修参加を考えているみなさん、これからの農業を「脳業」として、 

ともに頑張っていきましょう。                     

収穫後のミニトマトをコンベアーに移

す様子（第 15回研修報告書より） 
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彩の国さいたま第 41 回 Fresh Green Tea competition 

サヤマ 2019 により農林水産大臣賞を受賞した浅見さん 

狭山市 浅見裕紀さん（浅見園） 

令和元年 第４０回参加（オランダ、ドイツ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１ 経営概要 
 

（１）製茶製造・販売業 

  主な栽培品種                                                     

   やぶきた、ふくみどり、おくみどり、さやまかおり、あさひ      

   さみとどり、ごこう など２ha                  

（２）労働力  

  ・本人   ・妻   ・父   ・母               

（３）主要な装備 

  ・乗用茶刈り機（ディーゼル 1150cc）2台              

  ・寺田式製茶機械、ボイラー蒸気など                

  ・販売店舗                            

 

２ 研修参加に至った経緯・動機 
 

 私は、製茶販売業を営んでおり、茶の栽培から製造、販売まで行っており 

ます。                                                              

 この先の将来を見据えて、国内での茶の販売量を増加させることはもとよ 

り、海外に向けた取引先を開拓することや訪日外国人の誘致に向け、欧州の 

農業経営戦略を学びたい、また日本茶が海外でどのように扱われているのか 

自分の目で確認をしたいと思い研修に参加しました。           
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ケルンの日本茶を扱う店 

乗用茶刈り機 

３ 研修で印象に残っていることなど 
 

 オランダのイチゴ農家ではイチゴ以外 

に地元農産物や加工品の直売、カフェ 

や子供の遊び場も設けており、収益を 

意識した農業を行っていることを強く 

認識しました。           

 オランダ、ドイツの 2カ国にはオー 

ガニック専門のスーパーがありました。 

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 

への関心の高さを知ると同時に、農産物や農産物の栽培の課程に対して関心

が高いなと、日本との違いを肌で感じました。                               

 

４ 現在の経営に活かされていること 

 
 ドイツでは、有機栽培の日本茶でな 

いと好まれないと思っていました。  

日本茶を扱うお店で話を伺ってみると、 

慣行栽培されたものも売れているとの 

ことで、残留農薬など、色々な基準は 

ありますが、ヨーロッパでは日本の文 

化に関心が高いことが分かったので、 

訪日外国人向けの茶摘み体験やヨー 

ロッパの方向けに宣伝を行う事も良いのではと考えております。      

 

５ 今後の研修参加を考えている方へ 

 

 欧州の農業は、設備面、生産コスト 

に対する意識、農産物の輸出量、環境 

問題への配慮など、いずれにおいても 

最先端を走っており、国全体の農業に 

取り組む姿勢が日本とは違うことを肌 

で感じることができました。     

 インターネットでいろいろな情報が 

手に入りやすい時代ではありますが、 

研修に参加し初めて感じることが私は 

たくさんありました。        

 これから農業に取り組んでいく皆さんもぜひ、海外研修に参加して欲しい 

と思います。                             

 

オーガニック専門スーパー 
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吉見町 宮澤義和さん・直子さん 

昭和６３年 第９回参加（アメリカ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 経営概要 
 

（１）経営規模など 

  花卉生産                              

  ・鉄骨ハウス  3棟                         

  ・パイプハウス 7棟                        

  ・露地     10a                                              

  田        2ha                                              

（２）労働力  

  ・本人（義和さん） ・本人（直子さん）  ・父   ・母      

  ・パート 1人                            

（３）機械装備  

主要な装備など 

    トラクター（32馬力、28馬力）各 1台、土壌消毒機 1台      

    管理機 2台、コンバイン（4条）1台、田植え機（5条）1台など   

 

２ 研修参加に至った経緯・動機 
 

 （義和さん）就農して間もなく、これまで海外へ行ったことがありません  

でした。研修先がアメリカと聞き、スケールの大きなアメリカの栽培技術や  

農業経営に興味を持っていたので、研修に参加しました。          

 （直子さん）私も就農して間もない時で、日本国内の研修を一緒に受けて  

いた森田さん（この研修の同期参加者）と志をともにし、海外の農業を見て  

みたかったので参加しました。                     

宮澤さん御夫婦とキンギョソウ 
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３ 研修で印象に残っていることなど 
 

 研修で仲良くなった仲間で「9’s」（ナインズ。第 9回でメンバーが 9人だ   

ったからこの名称となった。）というグループを結成し、帰国後も仕事やプラ   

イベートでの交流が続きました。後に、私たち夫婦は結婚しました。     

 宿泊先が急遽、予定されていたロッジからバンガローに変更となってしま   

うアクシデントがありました。そのお詫びとして、添乗員さんが、当時、大   

流行のマイケル・ジャクソンの曲とムーンウォークを研修生の前でお披露目   

してくれました。                                

 カリフォルニアのディズニーランドでコースター系の乗り物に乗りました。  

平日だったので、それほど人も多くなく、すぐに乗ることができ、ラッキー   

でした。                                 

  

４ 現在の経営に活かされていること 
 

 アメリカは経営規模が大きすぎて、自 

分の経営とは比較にならないと思いまし 

たが、システムや設備は日本でも使える 

と思えるものが多々あり、日本に戻って 

から頭上灌水システムを導入するヒント 

となりました。            

 アメリカでは決まった時間にきちんと 

休憩を取り、例え仕事が途中であっても 

その日の仕事は終了とします。経営者と 

して従業員が安心して働きやすい環境を整えることの大切さを学びました。                                

 

５ 今後の研修参加を考えている方へ 
 

 研修に参加した当時は、この研修で学 

んだことが直接的に役に立っていると思 

いませんでしたが、研修に参加してから 

約 30年、これまで歩んできた年月を思い 

返してみた時に「ああ、あの時の経験が 

ここで生かされているんだな」と思うこ 

とがしばしばあります。        

 皆さんもこの研修に行けるチャンスが 

あれば、是非、行ってみてください。未 

知の土地で、いろいろなことに驚いたり、 

疑問を持つことが長い年月の経過ととも 

に現在の自分が求める答えを導いてくれ 

ることと思います。          

ヨセミテ国立公園でサイクリング 

ヨセミテ国立公園の巨大セコイア 
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川島町 遠山いづみさん 

平成１３年 第２２回参加（オランダ、スイス、フランス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 経営概要 
 

（１）経営規模など 

  水稲 45ha                             

  小麦 26ha                                                        

（２）労働力  

  ・本人  ・夫  ・正社員 1人  ・農繁期（短期雇用 5人）                             

（３）機械装備  

主要な装備など 

    コンバイン（6条）2台                                         

    トラクター 8台（100馬力 3台、75馬力 2台、55馬力 3台）  

    軽トラック 3台、軽バン 1台、2ｔダンプ 1台          

 

２ 研修参加に至った経緯・動機 
 

 農業への女性参画ということで、普及指導員からお話をいただきました。  

 私自身、海外の農業を視察してみたいと思っており、有機栽培を行ってい  

る農家への視察が研修スケジュールに入っていたので、実際に取り組んでい  

る方々にお会いし、お話を聞き、自分の目で確かめたいと思い、参加をしま  

した。                                   

左：いづみさん 右：夫の勝元さん 
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３ 研修で印象に残っていることなど 
 

 オランダの干拓地では、農地を作り上げるのに牧草を茂らせ植林をするこ  

とで除草や防虫対策に工夫が施されており、実際に自分の目で見た時は、も  

のすごく感動しました。                         

 また、バケーションで訪れた人々に除草作業に参加していただき、手伝っ  

てもらう仕組みがあり、日本では考えられないものと思いました。      

 作付けする野菜の間に小麦を播き、収穫時に作られるトラクターのわだち  

が野菜畑の畝になっており、そういう手もあるのか、これも土がフカフカだ  

からできるものであると思いました。                   

 スイスに宿泊し、迎えた明け方、体を打ち付けるような地響きで目が覚め  

ました。それは、トラクターに乗ったワイン農家のデモ隊がベルンの連邦議  

事堂へ向かう時のもので、さすが農業国、農業に一生懸命でポリシーをもっ  

た農家に国の受け皿が整っていることを象徴するかのような出来事でした。  

  

４ 現在の経営に活かされていること 
 

 オランダ、スイスともに何年かかって 

でも健全な土壌を作り、その手作りの土 

壌を大切にし、工夫して利用している姿 

を見たことで、私も環境に対する意識を 

これまで以上に強く持つようになりまし 

た。                 

 先人の人々が残した川島の土地を次世 

代に引き継ぐことが私の責務であると強 

く認識して生産に励んでいます。       

 

５ 今後の研修参加を考えている方へ 
 

 今、やっている目の前のことも大切で、 

なかなか海外研修に行く決断ができない 

人も多いかと思います。行ったところで、 

何も変わらないんじゃないかって思う人 

もいるかもしれません。        

 ですが、実際に行ってみると自分の中 

に残るものは確実にあります。なぜなら、 

その先の農業経営のヒントになることが 

たくさんあることに気づくからです。  

 ともに研修に参加した仲間や行った先 

で知り合った人々とのつながりからも開 

花されるかもしれません。       

遠山さん所有のディスクハロー 

氷の宮殿にて 
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秩父市 田口賢司さん（株式会社和銅農園） 

平成６年 第１５回参加（オランダ、ドイツ、スイス、 

フランス） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 経営概要 
 

（１）経営規模など 

    いちごの生産・販売、養蜂・蜂蜜販売               

     農地   2ha                         

     ハウス  8棟（8,000㎡）、育苗棟 5棟、直売所         

     ミツバチ 50群                                              

（２）労働力  

  ・本人  ・子  ・子の妻  ・正社員 3人  ・パート 5人    

（３）機械装備  

主要な装備など 

    いちご高設栽培施設(8,000㎡)、トラクター（30馬力）1台     

    フォークリフト 1台、軽トラック 2台、バン 1台など        

 

２ 研修参加に至った経緯・動機 
 

 就農して間もなかった頃、いつかは海外の農業を見てみたいという強い想   

いを持っていました。その想いを後押しするかのように、当時、交流があり   

ました秩父農林振興センターの石間戸普及員から研修についてのお話をいた  

だき、親と相談し、今後農業で生活する上で勉強になることや県内広くの農  

業者との交流も出来るので、研修に参加させていただきました。        

左：賢司さん 右：長男の直樹さん 
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３ 研修で印象に残っていることなど 
 

 フランスのランジス中央卸売市場の敷地は 220haもあり、これは本当に市  

場なのか、一つの街なんじゃないかと思う程の広さに驚きました。まだ県外  

の農家の視察もしたことがなかった私には規模の大きさや、見たことのない  

機械が多いことにとても驚き、スケールの違いにただただ圧倒されました。  

 当時はいちご栽培を始めた頃で、海外のいちごにも興味があったのですが、  

市場で見たいちごは色や艶があまり良いものではなく過熟しているように見  

え、あまりおいしそうに思えなかったです。また、街中で売られている野菜  

は大きさもあまり揃ってなく形より味にこだわっているようでした。     

  

４ 現在の経営に活かされていること 
 

 研修に参加した当初、我が社のハウス 

内の環境制御は人力で行っており、働く 

人にもまったく余裕がありませんでした。 

一方、欧州では既にコンピューターで 

管理された施設が導入され、整った環境 

で労働者を雇用し、企業化が進んでいま 

した。                

 また、経営者である農家の庭先には花 

が植えられ、家の中にもたくさんの花が 

飾られ、ゆとりを大切にしていることが印象的でした。           

 農業の後継者問題は、昔も今も、日本であろうと外国であろうと同じく深  

刻な状況であることに変わりません。労働者が安全に安心して働ける職場環  

境を作ること、大切な家族を養うために十分な収入を保証してあげられるこ  

と、これらは経営者として全うすべき責務であると強い想いを持ち、これま  

で歩んで参りました。                           

 

５ 今後の研修参加を考えている方へ 
 

 国内の研修と違い、海外の研修となる 

と数日間、家を空けることになり、なか 

なか行く決断ができない人もいるのが現 

状かと思います。ただ、自分が仕事の中 

心となった時には本当に自由が効かなく 

なり、行けるチャンスを逃してしまうこ 

とと思います。自分が行きたいと思った 

その時に、その時にしかできない経験を 

たくさんし、その経験を地域の農業の発 

展につなげていただけたらと思います。 

ハウス内の制御盤 

 アールスメール花市場 



18 

 

上里町 髙橋仁さん（株式会社関東地区昔がえりの会） 

昭和５５年 第１回参加（アメリカ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 経営概要 
 

（１）経営規模など 

    キャベツ・玉ねぎ等農産物の生産・販売及び営農支援        

     （認定農業者を中心に会員農家 26人で構成）           

     埼玉県・群馬県内の自社及び会員栽培（販売取扱い）面積 100ha   

（２）労働力  

  ・社員 19人 ・パート社員 10人 ・インドネシア実習生等 10人     

（３）機械装備  

主要な装備など 

   トラクター（100馬力、97馬力、アグリロボ 100馬力ほか）      

   キャベツ乗用半自動移植機、自動収穫機、玉ねぎ乗用自動定植機    

   などその他多数                          

   玉ねぎ集出荷施設                         

   （玉ねぎ選果機械ライン、乾燥・低温保管庫、管理施設など）     

 

２ 研修参加に至った経緯・動機 
 

 農業に将来を託す意欲に燃えた青年農業者として市町村長から推薦され、  

私自身、自然の恵みを最大限に利用したアメリカ農業を見ることで、広い視  

野に立ち、数年先を見越した経営センスを養いたいと思い、研修に参加しま  

した。                                 

玉ねぎ集出荷施設前にて 
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３ 研修で印象に残っていることなど 
 

 最初に訪れたサンフランシスコは 

季節の変化のあまりない所と聞いて 

いました。私たちが訪問した 9月 

下旬は年間で最も高い気温となる 

インディアン・サマーと言われる時 

で、気温は 40℃近くにもなり、雨も 

降らず暑い毎日を過ごしました。  

 ヨセミテ国立公園で、まるで星が 

降るかのような美しい夜空に魅せら 

れ、マリポサグローブで見た巨大な 

セコイアの木は数百年前に倒れたも 

のでも気候の影響で腐らないという 

ことを聞き、アメリカの自然界は全てがダイナミックであると思いました。 

  

４ 現在の経営に活かされていること 
 

 20代という若い時代に魅力溢れる 

アメリカへ渡り、アメリカの桁違い 

の企業的農業を見て学んだことが、 

我が社の経営が向かうきっかけを 

作っていることと思います。    

 現在、新規就農者が抱える問題 

（住まい、農地、農機具、労働力、 

技術、出荷調整場所、資金など）に 

向き合い、また、地域農業の衰退に 

歯止めをかけるべく農業後継者、農 

業従事者の育成に力を注いでいます。非農家出身の実習生も受け入れており、 

ハード面・ソフト面において担い手づくりの支援体制を構築しております。   

 

５ 今後の研修参加を考えている方へ 
 

 何事も興味を持って人生を送ってく 

ださい。新しい世界を見て、いろいろ 

なことに踏み込んでください。また、 

いろいろな人と交流を持ってください。    

 私はこの研修に参加したことで、全 

てにおいて積極的な考え方となりまし 

た。この経験は、私にとって「生きた 

学問」であったと思っております。  

実習生の作業する様子 

マリポサブローブの、ガスで走る  
サービスカー（第 1回研修報告書より） 

アグリロボ 100馬力 
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本庄市 田端善行さん 

平成１６年 第２５回参加（フランス、イタリア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 経営概要 
 

（１）経営規模など 

  田 ５ha（水稲５ha、内もち麦１ha）                   

  畑 ３ha（なす、レタス、ブロッコリー、キャベツ、タマネギを中心に   

       露地野菜約 20品目、ぶどう）                  

（２）労働力       

  ・本人   ・妻   ・父   ・母   ・パート 3人           

（３）機械装備（主要資本装備など） 

  トラクター（34馬力、53馬力）各 1台、田植機（4条）1台       

  コンバイン 1台、定植機 4台、1.5ｔ車 1台、軽トラック 2台       

  など                                

 

２ 研修参加に至った経緯・動機 
 

 日本と外国の文化、農業規模、農業形態などの違い、考え方の違いなど自  

分が想像していたとおりのものなのか、想像していたものとはまったく違う  

ものなのかを自分の目で確かめたかったため、また、就農して間もなかった  

ので自身の見聞を広げたいと思っていたところ、本庄農林振興センターから  

の薦めもあり参加しました。                       

左：善行さん 右：父の講一さん 
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広大なぶどう畑 

３ 研修で印象に残っていることなど 
 

フランスの広大なぶどう畑の地平 

線を見た時、どこまでも続く大景色 

の中 に吸い込まれ、心が溶け込ん 

でいく優しい気持ちになりました。 

 ４０～５０年前のランボルギーニ 

のトラクターが農機具屋さんにメン 

テナ ンスされ、現役で活躍してい 

るのを見て、この国の農家さんも機 

械を大事に使っているんだなって感 

動しました。           

 

４ 現在の経営に活かされていること 
 

当時のフランスのぶどう農家では、その日の気温や湿度、明日の天気予報 

などを観測所から毎日データとして見ることができる個人用の気象観測装置 

が設置されていました。今では当たり前となりましたが、作物ごとの積算温 

度を正確に把握することをより意識するようになり、生産量、収穫日を特定 

し、計画的、安定的な農業経営が行えるようになりました。        

 また、「より良いものを作りたい」「地球環境に合った農業をしよう」とい 

う姿勢は、外国でも日本でも同じであることが分かり、地平線の向こう側と 

気持ちがつながっていることに勇気づけられています。まさに、「THE 農家」 

です。                                 

 

５ 今後の研修参加を考えている方へ 

 
 この研修は、地元が違う、経営が 

異なる県内の仲間が参加し、自分の 

経営とは異なる経営の視察も行いま 

す。自分の経営と違った経営だから 

見る意味がない、知る意味がないと 

いうことはありません。違いを知る 

ことこそが自身の経営のヒントとな 

ることが数多くあります。     

 地元や親元で農業を始めた新規就 

農者の皆さんは、時間に余裕が持て 

るならば自身の視野を広げるために 

も是非、この研修に参加して欲しい 

と思います。           

 

会話も弾んだ食事 
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寄居町 中島賢司さん（中島農園） 

昭和６２年 第８回参加（アメリカ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 経営概要 
 

（１）花生産農業 

    花植木、鉢物等を全国の市場へ出荷                

     鉢置き場 1.5ha                       

     植物ほ場 3 ha                        

（２）労働力       

    ・現場担当者 10人  ・事務員 2人               

（３）機械装備  

主要な装備など 

    鉄骨ハウス 5棟、パイプハウス 4棟、トラクター（54馬力）1台   

    大型管理機 1台、管理機 4台、フォークリフト 1台         

    動噴ポンプ 2台、1.5ｔトラック 1台、0.8ｔトラック 1台     

    軽トラック 6台など                       

 

２ 研修参加に至った経緯・動機 
 

 アメリカの機械化された大規模農業への憧れがあり、鉢物、花木、果樹な 

どの新樹種や先進地の管理体制などを自分の目で見てみたいという好奇心や 

興味があり、参加しました。                      

中島さん（中央）とベトナムからの技術実習生 
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３ 研修で印象に残っていることなど 
 

 カリフォルニア州サリーナスの野 

菜地帯は、バスの車窓からは普通の 

景色に思えましたが、バスを降りて 

自分の足でその中を実際に歩いてみ 

たら、桁違いの広さで心が奪われま 

した。              

 ホストファミリー（海軍を退役し 

た方のご家族）での夕食会で、「盆 

栽を作って欲しい。」とリクエスト 

がありました。そのご家族とはその 

後も手紙のやりとりを行う間柄とな 

り、今でも心温まる思い出です。  

 

４ 現在の経営に活かされていること 
 

 アメリカの農業を見て、日本の農 

業との違いを知り、自分の農業に取 

り入れることはできないと思いまし 

たが、向上心を持って、自分の頭で 

考えて実践すること、過去をきちん 

と振り返ること、どうやったら経営 

のプラスになるのかをあらためて考 

える機会となりました。      

 現在、我が社ではベトナム人の技 

術実習生を受け入れています。技術 

面だけでなく、人と人との繋がりと 

いう人間にとってもっとも大切な部 

分を学んで母国へ持ち帰ってもらえるよう研修を行っています。      

 

５ 今後の研修参加を考えている方へ 
 

 観光では簡単に行けない所に行け 

るところがこの研修の魅力です。研 

修に参加することが無駄になるかな 

らないかは、参加する人のものごと 

の捉え方次第です。        

 今、自分が何をやりたいのかを見 

つめ、経験したことから何を感じる 

かが大切だと思います。      

Natural Mind が 発 行 す る 

「 VISIBLE CRIMSON 」 

「 VISIBLE CRIMSON 」 

の内容を一部紹介 

POPで飾り付けされた鉢物 
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熊谷市 金井和夫さん 

平成３年 第１２回参加（ドイツ、オランダ、スイス、 

フランス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 経営概要 
 

（１）経営規模など 

  水稲 5ha                              

  小麦 5ha                                                         

  施設栽培（トマト、キュウリ） ハウス 3棟               

 

（２）労働力  

  ・本人  ・パート 5人                              

（３）機械装備  

主要な装備など 

    トラクター（34馬力、28馬力）各 1台、田植え機（5条植え）1台  

    麦の播種機 1台、コンバイン（4条刈り）1台           

    軽トラック 1台、軽バン 1台など                  

 

２ 研修参加に至った経緯・動機 
 

 就農して間もなかった頃、アメリカやヨーロッパ研修に参加したことの  

ある 4Hクラブの先輩方から海外の農業についての話を聞いており、オラン  

ダの施設園芸や大型農業を実際に自分の目で見てみたかったこと、また、普  

及員の方からの薦めもあり、研修に参加しました。              

トマトハウスの中にて 
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３ 研修で印象に残っていることなど 
 

 ドイツ、オランダ、スイス、フラン 

スのすべての国において、国が街の景 

観をとても大切にしており、街は花や 

木で満ちあふれ、国民に心のゆとりを 

与えていると思いました。          

 ドイツで訪問したクラインガルデン 

の市民農園は、都市部に住む市民のた 

めの貸庭園であり、低料金で貸し出さ 

れ、野菜や花の栽培を通じて人々が自 

然とふれあい、余暇を楽しんでいます。 

 また、都市と農村を分離させないよ 

うにという自治体の考えから、この貸庭園がグリーンベルトという都市周辺  

を囲む緑地帯の一部を形成しており、都市と自然がいつも隣り合わせで、相  

互の理解と共存が図られている素敵な場所でした。             

  

４ 現在の経営に活かされていること 
 

 就農してまだ日が浅かった私が見た海外の農業は、見たもの全てが新鮮で、  

実家の農業経営との違いに驚きを感じましたが、「今、置かれた環境の中で甘  

んじてはいけない、もっと多角的な視点を持って行っていくべきである。」と  

考えるきっかけになっています。                     

 研修から戻った後、より多くの人々との交流を持つために野菜は市場出し  

に留まらず、直売所やスーパーの野菜売り場コーナーへも出荷するよう、も  

っと外に出て行くことが大事であると行動力も大きくなりました。      

 自分の考えた方向性が周囲の環境に変化をもたらすような「型にはまらな  

い農業経営」とは何か、常に考えて経営を行っています。          

 

５ 今後の研修参加を考えている方へ 
 

 日本で農業をやっている中でもまだま 

だ知らないことがたくさんあると思いま 

す。広い世の中で考えるとそれ以上です。 

 農業のやり方は十人十色なので、この 

研修で海外の農業を摂取し、日本の農業 

に生かした自分のかたちの農業を見つけ 

ることが大切だと思います。      

 これから自分の行う農業のかたちを考 

える良いきっかけとなると思います。  栽培中のトマト 

クラインガルデンの市民農園 
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深谷市 竹内博昭さん 

平成２８年 第３７回参加（オランダ、ドイツ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 経営概要 
 

（１）経営規模など 

  田 7ha                               

  畑  3ha                                                           

 （主な栽培品種）                            

    ネギ、カラフルミニトマト、カラフルニンジン、米、麦など     

（２）労働力  

    ・本人   ・父   ・母                        

（３）機械装備  

主要な装備など 

    トラクター（85馬力、54馬力、50馬力、23馬力）各 1台      

    管理機 2台、ネギ収穫機ソフィー1台、ユンボー1台         

    大型トラック 2台、軽トラック 2台                

 

２ 研修参加に至った経緯・動機 
 

 地元に就農し 2年目を迎えた時、外国のいろいろな分野の生産や販売、野 

菜情勢、6次産業化を進めている農家を直接、自分の目で見てみたいと思って 

いたところ、過去にこの研修に参加している父（平成 4年（第 13回））や農 

林振興センターの普及担当の方の薦めもあり、海外に行く良い機会であると 

思い、参加しました。                             
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若手野菜塾勉強会の様子 

ネギについての勉強会 

３ 研修で印象に残っていることなど 
 

 オランダで色鮮やかなカラフルトマトを見て、これは日本に帰ったら自分 

も是非、作りたいと思いました。今では、9 品デュ 8色のカラフルトマトを東 

京のスーパーや飲食店などに出荷しています。               

 オランダでのナスの生産面積は 100haにも及びますが、国外への出荷がほ 

とんどを占め、自国での消費量はわずか 4％と、オランダの人はあまりナスを 

好きではないとのことを聞き、少し、驚きました。            

  

４ 現在の経営に活かされていること 
 

 私は、この研修で出会った県内の仲間と過ご 

した時間がとても充実したもので、仲間がいるっ 

て楽しいし、何でも相談できるのは心強いとい 

う気持ちが強くなりました。このような仲間と 

のつながりを地元にも持ちたいと思い、若手農 

業者を中心とした「若手農業塾」というグルー 

プを作りました。そこは、野菜や土づくりの勉 

強はもちろん、農業を始めばかりの人と上級者 

の壁を取っ払い、各自の農業経営の課題につい 

て気軽に相談をしたり、アドバイスが受けられ 

る場となっています。今ではメンバーが約 50人となりました。         

 

５ 今後の研修参加を考えている方へ 
 

 農家は、自分の地域や個人での世界の中に 

留まりがちです。広い世界に出て、刺激を受 

けることで必ず、何らかの変化が訪れること 

でしょう。                

 海外の農業経営は規模が大きすぎて、日本 

ですぐに実行できるものではないかもしれま 

せんが、あくまでも大規模への道のりへの手 

がかりとなるものを学んでくるのがいいと思 

います。                 

 研修期間中、携帯電話はほとんど使用でき 

ない状況にあり、外国の人との会話も思うよ 

うに上手にはできません。そのため、一緒に行っている仲間との会話の時間 

も増え、話した時間の分だけどんどん仲良くなっていくのを実感しました。   

 私にとって、県内に最高の仲間ができたことが何より目に見える成果だと 

思っています。みなさんもそのような仲間との出会いのある研修に是非、御 

参加ください。                            



28 

加須市 田島啓司さん（株式会社田島農園） 

昭和５９年 第５回参加（アメリカ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 経営概要 
 

（１）経営規模など 

  施設園芸設備 約 6,000㎡                      

   （3連棟ハウス、4連棟ハウス、6連棟ハウス）           

（２）労働力  

  ・本人    ・妻    ・長男    ・長男の妻         

  ・次男    ・パート 10人                   

（３）機械装備  

主要な装備など 

    トラクター（30馬力、25馬力）各 1台、ジョブサン 1台      

    マニアスプレッター1台、ブロードキャスター1台         

    軽トラック 1台、普通車バン 1台など              

 

２ 研修参加に至った経緯・動機 
 

 埼玉県内で、農業に将来を託す意欲に燃えた青年農業者 30人を対象に、ア 

メリカのカリフォルニア州の各地を訪問し農業事情を見聞するチャンスがあ 

るという話を聞き、いろいろなことを勉強したかったので、参加しました。 

キュウリハウス内にて 
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３ 研修で印象に残っていることなど 
 

 世界一美しいといわれる吊り橋ゴー 

ルデン・ゲート・ブリッジ、ヨセミテ 

公園の巨大なハーフドームの絶壁など、 

国土が大きいと何もかもスケールが違 

うのかと、眺望を絶する景色にビック 

リしました。            

 食事でいただいたステーキもまるで 

草履のように厚く、食べ応えがありま 

したが、数回食べたら飽きてしまいま 

した。               

 

４ 現在の経営に活かされていること 
 

 アメリカの農業経営に触れた経験を  

経て、企業はどうあるべきかという考 

える、今の経営感覚が身についたと思 

います。              

 経営者は、自分本位で考え、その考 

えを他人へ押しつけてはならず、いろ 

いろな立場の人の意見を聞きながら、 

その声を生かす努力をしなければなり 

ません。例えば、従業員から「作業場 

にシャワールームやロッカールームが 

あったらいいね。」といった声を聞きとり 

職場環境を整えることは経営者としての責務であると思います。      

 

５ 今後の研修参加を考えている方へ 
 

 若い時にいろいろな経験をし、視 

野を広げること、何でもがむしゃら 

にやってみることが大切です。   

 自分の生き方を振り返った時、今 

の自分の考えは経験の積み重ねで成 

り立っていることに気がつくことで 

しょう。             

 外に出て、いろいろな立場の経験 

をし、恥をかくことも勉強です。そ 

れがいつか自分の肥やしとなるので 

はないかと思います。       

整理整頓された作業場 

 

霧のゴールデン・ゲート・ブリッジ 

～第 5回研修報告書より 

加須市堆肥利用組合所有の堆肥散布機

1350D スーパカー 
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行田市 戸塚広人さん（戸塚園芸） 

平成１４年 第２３回参加（オランダ、ドイツ、フランス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 経営概要 
 

（１）経営規模など 

  施設園芸設備 約 3,300㎡                      

   ガーデンシクラメン、シクラメン、アネモネ、ラナンキュラス     

   ジニア、日々草など花苗、鉢花の生産                

（２）労働力  

  ・本人   ・妻   ・父   ・パート 3人                  

（３）設備・機械  

    蒸気消毒機、噴霧機、ポッティングマシーン、暖房機、除湿機等   

 

２ 研修参加に至った経緯・動機 
 

 私の家は、花卉園芸農家で、シクラメンを中心に栽培しています。      

 研修スケジュールの中に、アールスメール花市場やフロリアード 2002をは  

じめ、とても興味深い視察先がたくさん組み込まれていました。この機会に  

将来の農業経営をしていく上で役に立つものを探してこようと思い、また、  

加須農林振興センターの普及員の薦めもあり、この研修に参加しました。   

 

アネモネと戸塚さん 
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３ 研修で印象に残っていることなど 
 

 アールスメール花市場で、夏の終わ 

りにあじさいやひまわりが出荷されて 

いたことに驚き、また、花を運ぶト 

ラックの荷台にはバラの花が描かれて 

いてアーチスティックだなと思いまし 

た。                

 オランダで訪問した花卉生産農家は、 

世界的に有名な農家でバラ、ガーベラ 

ともに世界のトップ 10に入っており、 

日本の第一園芸も買い付けに来るとの 

ことでした。この農家はハウスの内、 

外がとても綺麗で、良い作品を作る農家は日本でも外国でも同じなんだなと 

思いました。                             

 

４ 現在の経営に活かされていること 
 

 農家の人はあまり外に出ようとしない傾向にありますが、外にどんどん出 

かけ、いろいろな人と交流を持ち、人々とつながることの大切さをこの研修 

で実感しました。                           

 時間を作って市場に出向き、市場の方と挨拶を交わすことから会話が生ま 

れ、やがて、仕事のアドバイスをいただいたり、面倒を見ていただけること 

が多々、あります。また、売り場へ出向くことで直接、お客さんと触れ合い、 

普段では聞くことのできないありがたい声をたくさんいただき、とても仕事 

の励みとなっています。                        

 このことは、私が農業経営をしていく中で最も大切にしていることです。 

 

５ 今後の研修参加を考えている方へ 
 

 この研修を通じ、ヨーロッパの農業 

事情や農業に対する姿勢を知ることが 

でき、とても勉強になりました。   

 また、日本では味わえない「新鮮な 

空気」を感じることができました。  

 研修に参加することで、まだ出会っ 

ていない人々とのつながりを持てる 

チャンスが必ず、訪れます。     

 是非、みなさんも参加してください。 

ラベル付けをする戸塚さん 

アネモネ（球根タイプ）「極」 
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越谷市 立澤淳一さん（有限会社トマト園芸、立澤農園） 

昭和５５年 第１回参加（アメリカ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 経営概要 
（１）トマト生産、草花の生産・加工・販売、園芸用資材等の販売、農産物 

の販売 

  ア （販売）有限会社トマト園芸                      

      園芸用樹木、草木類及び園芸用材料の生産、販売        

      6次産業化として取り組むため生産した草花（パンジー、ビオラ  

等）を加工・販売、農園の生産物販売             

  イ （生産）立澤農園 

      促成トマト・中玉トマト・ミニトマト・フルーツトマト生産   

      露地野菜（ブロッコリー、ネギ、ホウレンソウなど）生産    

      トマトジュース生産                     

（２）労働力 

・本人   ・妻   ・子   ・子の妻              

・正社員 3人（トマト園芸）                    

・パート 13人（トマト園芸 3人、立澤農園 10人）           

（３）主要な装備など 

・パイプハウス 5棟、鉄骨ハウス 6棟                

・倉庫 2棟                            

・加工所 1棟                         

・店舗 2棟                            

２ 研修参加に至った経緯・動機 
 参加した昭和 55年当時は、農業をターゲットにした研修を受ける機会はそ   

うそうない中、越谷の普及所から研修の案内があり、アメリカへの憧れもあ   

り、日本とは違う世界も勉強してみたいと思い研修に参加しました。      

癒やしの店レイクタウン店へようこそ 
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アレンジいっぱい 

レイクタウン店の様子 

「ありがとうございます。 

またのお越しをお待ちしております。」 

３ 研修で印象に残っていることなど 

 視察をしたフランクベネット農場で稲  

穂を見た時、「ここでは随分、穂を短く 

作っているんだなあ」と思いましたが、 

耕地面積があまりにも大きいことから起 

こった錯覚で、実際は立派な稲穂でした。 

 また、畔（くろ）は、車が 1台通れる 

くらい広く、規模の大きさにただただ 

呆然としました。          

  

４ 現在の経営に活かされていること 
 

 アメリカの農業の規模、生産性の違い 

を目の当たりにし、日本の地に合った、 

近郊農業の利点を活かし、生産性を高め 

ることが大事であると考えるようになり 

ました。             

 また、研修に参加した当時は作物の大 

きさや形を求める時代で、味はそれほど 

美味しいとは言えない時代でしたが、 

「誰よりも良いものを作りたい。自分の 

味を出し、ここでしか食べられないもの 

を売りたい。（made in Tatsuzawa）」と 

いう気持ちで農業経営を行っています。 

 

５ 今後の研修参加を考えている方へ 
 

 農業は、人と同じようにやろうと思っ 

ても同じようにはいきません。今、求め 

られているものは何なのか、微妙な感覚 

の違いを把握することが大事です。例え 

ば、生産、加工、販売の流れは一方通行 

のように見えますが、3者間をグルグル 

回ることを繰り返し、良いことは受入れ、 

悪いことは反省をするといった視点のサ 

イクルを描くことが大切と思います。  

 この研修は、自分の見たもの、聞いた 

ものを頭の中で整理し、自分の置かれた 

立場に活かそうと考えるきっかけとなるものであると思います。チャンスが 

あれば、是非、参加していただきたいと思います。           
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小松菜畑にて 

三郷市 鈴木智之さん（株式会社ランドワークス） 

平成２９年 第３８回参加（スペイン、イタリア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 経営概要 
 

（１）経営規模など 

  田 0.7ha                              

  畑 １ ha                                                          

 （主な栽培品種）                             

    小松菜、ネギ、枝豆、ズッキーニ、バジル、ローズマリー      

    ベビーリーフ、ルッコラ、ラディッシュ、コリアンダーなど     

    約 20品目                            

（２）労働力  

  ・本人  ・父  ・母   ・パート 9人              

（３）機械装備  

主要な装備など 

    トラクター（32馬力、17馬力）各 1台、コンバイン（5条）1台  

    乾燥機 1台、籾摺り機 1台、管理機 4台、軽トラック 3台    

    軽バン 2台、普通バン 1台                  

 

２ 研修参加に至った経緯・動機 
 

 研修に参加した知り合いからこの研修の話を聞いており、 ずっと興味を持  

ち、参加することを希望していました。                  

 ところが、なかなか機会に恵まれず、年齢制限にかかる直前となり、市へ  

強く要望したところ、念願が叶い参加させていただくことになりました。      
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小松菜の袋詰め作業 

三郷市特産の小松菜 

３ 研修で印象に残っていることなど 
 

 アントニオ・ガウディによって 130年以上も 

前から建設され、未だ完成していないスペイン 

のサグラダ・ファミリアを一生に一度は見てみ 

たいとずっと思っていました。        

 実際に目の前にした時、そびえ立つ高さは想 

像を絶するもので鳥肌が立ち、一生忘れること 

のできない思い出となりました。       

 

４ 現在の経営に活かされていること 
 

 作物は出来た分だけ出荷をする、防除 

はきっちりとやりすぎず、手の回る範囲 

で管理し出荷するという考え方で経営し 

ている農家を訪問しました。日本では 

しっかり防除し出来た作物は全て出荷 

することを目指す傾向にありますが、こ 

れでは従業員の負担が大きくなってしま 

いがちです。私は経営者として、従業員 

の一人ひとりの能力に合った仕事を割り 

振り、休みをきっちりと取れる環境の整 

備を心がけています。御陰様で弊社は離職率がとても低く、長く仕事を続け 

ていただいております。                        

 

５ 今後の研修参加を考えている方へ 
 

 研修に参加することで兎に角、いろい 

ろな刺激を受けられることは間違いない 

です。私は一緒に参加したメンバーにも 

恵まれ、研修から戻ってきてからも定期 

的に集まる機会があり、お互いに有益な 

情報を持ち合い、仲間の頑張っている姿 

を見ると「自分も頑張らなくちゃ」と 

とても励みになっています。       

 また、別の回の参加者の親ともつなが 

りを持つことができ、「枝豆の達人」と呼ばれる方からの技術を学ばせていた 

だいたり、飲食店やホテルなど出荷先も紹介していただきました。      

 このように研修に行ったことがきっかけで、いろいろな出会いが生まれま 

した。                                

 私は、研修に参加することにメリットしかないと思っています。     

サグラダ・ファミリア 
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アンケート調査結果報告 
 

 

1 目的  

海外派遣研修に参加した農業者が、研修で学んだことを活かし現在の農 

業経営の改善につながっている成果を把握するとともに、研修の内容等に 

ついて頂いた御意見を参考とし、今後、実施する研修をより充実した内容 

のものとするためアンケート調査を実施しました。 

 

２ 調査期間 

  令和２年１０月９日～令和３年１月４日 

 

３ 調査対象 

  第１回から第４０回の研修参加者８５３名 

 

４ 調査方法 

  アンケートの郵送配布、郵送回収 

 

５ 回収状況 

  回収数：２６９件 

  回収率：３１．５％ 

 

６ アンケート結果について 

  結果は４２ページから４５ページ 

 

７ 結果 

（１）視察先対象について 

   Q.1 の「海外研修に参加した動機はどの分野に関心があったからです 

か？」という問いでは、「施設・機械化」、「農業経営」という回答が多 

く、Q.3 の「一番印象に残った研修先はどのような分野でしたか？」と 

いう問いでは、「施設・機械化」、「農業経営」と回答した人が多く、「施 

設・機械化」、「農業経営」について関心が高いことが伺える。 
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また、Q.2の「一番印象に残っている国はどこでしたか？」という問 

いでは、アメリカ研修（昭和 55 年～昭和 63年）に参加した人全員がア 

メリカと回答しており、ヨーロッパ研修（平成元年以降）と比較ができ 

ないが、ヨーロッパの中では 44％がオランダと回答しており、「施設・ 

機械化」、「農業経営」の分野において魅力的な研修先であったと推察さ 

れる。 

 さらに、Q.5 の「研修に参加したことが現在のどの分野に活かされて 

いますか？」という問いでは、「農業経営」「施設・機械化」が現在の経 

営に活かされているという回答が多かったことから、ヨーロッパを中心 

とした研修を行う場合は施設園芸の先進国であるオランダは候補地と 

して必須であると考えられる。 

（２）研修の有用性について 

   Q.4の「研修に参加しての感想はどうでしたか？」という問いでは、 

99%の人がこの研修について「良かった」と回答しており、「参加するこ 

と以外にメリット以外ありません。」との感想もあった。 

 また、Q.8の「この研修へ参加することを他人に薦めたいと思います 

か？」という問いでは、9 割の人が「この研修に参加することを他人に 

薦めたい」と思っており、Q.9 の「また海外研修に参加したいですか？」 

という問いでは 7割の人が「また行きたい」と回答している。 

 このように多くの人がこの研修は有用だと感じている。 

（３）参加者の繋がり 

   Q.6の「一緒に参加した方との交流はありますか？」という問いでは、 

過半の人が一緒に参加した人との交流があると回答しており、また、 

Q.10の自由記述には「県内の同世代で農業コミュニティーを作る場とし 

て、共に行動した仲間は貴重です。」とのコメントもあった。農家は地 

域や個人の限られた範囲での交流となりがちであることから、この研修 

で知り合った県内全域の仲間を通じ、活動の範囲を広げられることは有 

益である。 
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（４）その他寄せられた感想・意見 

・「施設園芸なら生産性と効率の高さを、大規模露地なら機械化一貫体系 

（スマート化、データ化、統計化）を学び、日本で最大限に活かして欲し 

い。」 

 ・「どこの国でもよい、自国ばかりでなく、他国を沢山見る機会を作って 

欲しい。」 

・「日本人だけでなく海外の農業者の生活や考えに触れて欲しい。」 

 ・「事前研修で、研修国の農業事情や歴史、経済事情等を日本と比べ勉強 

してから行くともっと視野が広がると思う。」 

・「ある程度、経験を積んできた 50代から 60 代の方も一緒に（可能なら 

夫婦で）研修に行けると世代を超えた交流も生まれ今後の経営に活かせ 

ると思う。」 

・「その時、分からず見ていても、必ず、後に学びとなる。」 

 ・「若い時の参加で外国を自分の目で見ると、例え、10日間くらいでも一 

回り大きくなったと今でも思っています。」 

 

８ まとめ  

アンケートの結果では、Q.3 の印象に残った研修内容として「施設・機 

械化」「農業経営」という回答が多く、Q.2ではヨーロッパ研修では、オ 

ランダが印象に残ったと回答する人が多かった。これは、オランダが研 

修先として優れていることから、そういう回答が増えたとも考えられる。 

しかし、Q.1の設問では、「施設・機械化」「農業経営」に興味があっ 

て参加したと回答する人が多かったことから、参加者の興味に適合した 

「施設・機械化」「農業経営」「オランダ」という回答になったとも考え 

られる。Q.10の自由記述では「研修に参加者の希望も取り入れて欲しい」 

といった声もあった。現状の研修では、参加者の希望を取り入れること 

は難しいが、今後の研修のあり方を検討する中で、一部希望を取り入れ 

る方法も模索していきたい。 

今後の海外派遣研修事業の検討に当たっては、より有意義な研修にな 

るように今回のアンケート調査結果を参考にしたい。 



Q.1　海外研修に参加した動機はどの分野に関心があったからですか?

最も多かった回答は「施設・機械化」（29％）で、次は「農業経営」（26％）でした。
　　（複数回答あり）

栽培技術 施設・機械化 販売・流通 農業経営 その他

103 160 106 144 36

Q.2　一番印象に残っている国はどこでしたか？

アメリカ研修に参加した97人全員が「アメリカ」と回答。
第10回以降のヨーロッパ研修に参加した方で「オランダ」と回答した人が76人と最も多く、
次は「ドイツ」の41人でした。（複数回答あり）

アメリカ ドイツ オランダ ベルギー フランス スイス イタリア スペイン
97 41 76 1 32 23 7 3
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Q.3　一番印象に残った研修先はどのような分野でしたか？

最も多かった回答は「施設・機械化」（129人）で、次は「農業経営」（88人）でした。
（複数回答あり）

栽培技術 施設・機械化 販売・流通 農業経営 その他

33 129 50 88 20

Q.4　研修に参加しての感想はどうでしたか？

「とても良かった」と「良かった」を合わせて99％、「あまり良くなかった」と
「良くなかった」が1％でした。

とても良かった 良かった あまり良くなかった 良くなかった

187 69 3 0
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Q.5　研修に参加したことが現在のどの分野に活かされてますか？

最も多かった回答は「農業経営」（33％）で、次は「施設・機械化」（20％）でした。

栽培技術 施設・機械化 販売・流通 農業経営 その他 特に活かされていない

23 69 49 110 27 59

Q.6　一緒に参加した方との交流はありますか？

「ある」が55％、「ない」が45％でした。
ある ない

137 111
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Q.8　この研修へ参加することを他人に薦めたいと思いますか？

「とても思う」と「少し思う」を合わせて91％、「どちらでもない」が7％、
「あまり思わない」と「全く思わない」を合わせて2％でした。

とても思う 少し思う あまり思わない まったく思わない どちらでもない

171 58 6 1 17

Q.9　また海外研修に参加したいですか？

「是非行きたい」と「条件が合えば行きたい」を合わせて72％,「どちらでもない」が
21％、「行きたくない」が7％でした。

是非行きたい 条件が合えば行きたい 行きたくない どちらでもない

52 125 18 50
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