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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  

 

 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。 

 ３１回目となる当研修では、研修団役員３人と各市町村長から推薦をいただいた１３人の研修

生をドイツ・スイス・フランスの３か国に派遣いたしました。ドイツではグローバルギャップを

始め、直売所併設農家、ワイン農家、クラインガルテンを、スイスでは有機認証機関（ＢＩＯ）、

スーパーマーケットを、フランスでは花き栽培グリーンツーリズム施設、米生産組合とＢＩＯ稲

作農家、地元青年農業者との交流夕食会、加工施設併設農家（酪農）、ランジス中央卸売市場な

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。 

今回も、前回から新たに組み込んだ地元農家との交流会を、アビニヨン郊外にあるファームペ

ンションで実施することができました。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  修  日  程 
 
 
 

月 日 発着地等 交通機関 スケジュール 食 事 

７月６日 

(火) 

(１日目) 

さいたま新都心駅 

成田空港着 

成田空港発 

【ドイツ】 

デュッセルドルフ着 

ケルン着 

専用バス 

LH715 

 

LH846 

専用バス 

送迎バスにて成田空港へ 

出国手続後 

空路にてデュッセルドルフへ 

（経由便） 

入国手続後ケルンへ 

（ケルン泊） 

朝： × 

昼：機内

夕：軽食

７月７日 

(水) 

(２日目) 

ケルン 専用バス 

 

（ＧＡＰ制度視察研修） 

グローバルギャップ（ＧＧＡＰ） 

本部視察 

②ＧＧＡＰ導入農家視察  （ケルン泊） 

朝：◯ 

昼：◯ 

夕：◯ 

７月８日 

(木) 

(３日目) 

ケルン 

 

ヴィースバーデン 

専用バス 

 

（ドイツ農業事情視察研修） 

バスにてヴィースバーデンへ 

③直売所併設農家視察（野菜） 

④ワイン農家視察 

⑤クラインガルテン視察 

（ヴィースバーデン泊） 

朝：◯ 

昼：◯ 

夕：◯ 

７月９日 

(金) 

(４日目) 

ヴィースバーデン 

フランクフルト発 

【スイス】 

チューリッヒ着 

【フランス】 

シャモニー 

LH3722 

 

 

専用バス 

バスにて空港へ 

空路にてチューリッヒへ 

（スイス農業事情視察研修） 

⑥スーパーマーケット視察 

⑦有機認証機関視察（ＢＩＯ） 

シャモニーへ     （シャモニー泊） 

朝：◯ 

昼：◯ 

夕：◯ 

７月10日 

(土) 

(５日目) 

シャモニー 専用バス ⑧スーパーマーケット視察 

 

（シャモニー泊） 

朝：◯ 

昼：◯ 

夕：◯ 

７月11日 

(日) 

(６日目) 

アビニオン 専用バス 

 

（グリーンツーリズム視察研修・青年農業

者との交流） 

⑨花き栽培グリーンツーリズム施設視察 

⑩地元農業青年者との交流夕食会 

（アビニオン郊外（ﾌｧｰﾑﾍﾟﾝｼｮﾝ）泊） 

朝：◯ 

昼：◯ 

夕：◯ 
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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12日 

(月) 

(７日目) 

アビニオン 

 

 

アビニオン駅発 

パリ駅着 

専用バス 

 

 

ＴＧＶ 

専用バス 

（フランス稲作視察研修） 

⑪フランス米生産組合視察 

⑫ＢＩＯ稲作農家視察 

バスにて駅へ 

フランス新幹線にてパリへ  （パリ泊） 

朝：◯ 

昼：◯ 

夕：◯ 

７月13日 

(火) 

(８日目) 

パリ 

 

専用バス （フランス農業事情視察研修） 

⑬ランジス中央卸売市場視察 

⑭消費者向市場（マルシェ）見学 

⑮加工施設併設農家視察（酪農） 

（パリ泊） 

 

朝：◯ 

昼：◯ 

夕：◯ 

 

７月14日 

(水) 

(９日目) 

パリ 

パリ発 

ミュンヘン発 

専用バス 

 

LH4245 

バスにて空港へ 

出国手続後 

空路にてミュンヘンへ（ミュンヘン泊） 

朝：◯ 

昼：× 

夕：◯ 

７月15日 

(木) 

(10日目) 

ミュンヘン 

ミュンヘン発 

LH714 

 

バスにて空港へ 

空路にて成田へ       （機内泊） 

朝：機内

昼： × 

夕： × 

７月16日 

(金) 

(11日目) 

成田空港着 

成田空港発 

さいたま新都心着 

LH714 

専用バス 

入国手続後 

送迎バスにてさいたま新都心駅へ 

解散 

朝：機内

昼： × 

夕： × 
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第３１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 福田
ふ く だ

 和明
かずあき

 埼玉県大里農林振興センター所長 

副 団 長 黒瀬
く ろ せ

 和俊
かずとし

 寄居町役場産業振興課副課長 

事務局長 髙橋
たかはし

 正博
まさひろ

 
社団法人埼玉県農林公社  
企画総務兼経理担当課長 

 

２ 研 修 生 

No. 氏
し

  名
めい

 市町村 経営の概況 

1 松澤
まつざわ

  敦
あつし

 さいたま市 花き（鉢花） 

2 清水
し み ず

 裕美子
ゆ み こ

 入間市 茶 

3 加藤
か と う

 秀樹
ひ で き

 入間市 大豆、小麦、ソバ、ゴマ 

4 青島
あおしま

 香奈子
か な こ

 小川町 水稲、麦、野菜、養鶏 

5 池田
い け だ

 道保
みちやす

 本庄市 
水稲、小麦・ビール麦、ハクサイ、ネギ、

キャベツ 

6 大鷲
おおわし

 陽一
よういち

 熊谷市 
ネギ、ニンジン、ヤマトイモ、トウモロコ

シ 

7 鈴木
す ず き

 裕作
ゆうさく

 熊谷市 ネギ、カブ、ニンジン、水稲、小麦 

8 高橋
たかはし

 正樹
ま さ き

 深谷市 ネギ、カブ、ニンジン、水稲 

9 髙野
こ う の

 智秀
ともひで

 深谷市 ネキ、ニンジン、水稲、小麦 

10 堀口
ほりぐち

 貴志
た か し

 深谷市 花き（鉢花） 

11 野澤
の ざ わ

 和廣
かずひろ

 寄居町 植木 

12 田島
た じ ま

  充
みつる

 加須市 キュウリ、水稲、トマト 

13 中村
なかむら

  孝
たかし

 白岡町 梨、水稲 
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知事表敬訪問 ＧＬＯＢＡＬ ＧＡＰ本部 

  
いきなり難しいお話で・・・ 緊張したままの集合写真 

  
まいう～ ＧＡＰ導入のブロッコリー農家 

  
うちのネギの方がうまそう！ ルバーブをビールで割るとうまいのよ 
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イチゴのクマと深谷のクマ？ 「トマトです」そ～ですね！！！ 

マリア様４人!?と野獣･･･？ 世界遺産『ケルン大聖堂』 

  
喰いきってやる！ これで精力つきました 団長ビックリ！ 
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ライン川をバックにワインの研修 ブドウ畑 強烈な日差し 今年一番の気温 

  
ワイン直売所でお土産を購入 直売所併設有機農家（幼稚園付） 

  
ソーラークッキング実演中 クラインガルデン 

  
廃刊プレーボーイ この日差しと明るさでもまだ夜７時 
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スイスのＢＩＯ ＩＮＳＰＥＣＴＡ お勉強中 寝ちゃいそう・・・ 

  
※バターをポケットに入れちゃいけません フォークとクマとレマン湖 

  
こうとるんだよ！ はいっ 黒瀬さん あぁ～ん❤

  
堀口「白ビールどう？」 野澤「うぅ～ん」 夜の作戦会議 at シャモニー 
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あれがモンブランです AIGUILLE DU MIDI えぎ－ゆ でゅ みでぃ 

  
１５分で富士山より高い！ 気温４℃のなかでフライデー 

  
ふふ・・・  えっ！？ モンブランで再会したＢＲＯＴＨＥＲ 

  

 「団長大丈夫ですか❤」小串添乗員 １０年後のハイジとペーター 
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･･･これ、なに？   鶴だよ～♪ 農家民泊で地元農業者との交流会 

  
なんで脱いじゃったの!?（清水） これ日本からの土産です。どうぞ 

  
フランスの米生産農家（３００ha） 俺たち、日本の米農家   俺、違う･･･ 

  
世界遺産『ポンデュガール水道橋』 黒瀬さ～ん、いい風吹いてるね 
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アイス うめぇ～ 

 
イェイ！ 

 

 

 

トイレどこ!? えっ、こっち？ 

ランジス中央卸売市場  

  
これで今夜元気になるみたいだよ えっマジ!? フランスに焼トウモロコシないのかな？ 
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パリ祭前日 全部フランス国旗 

 

 

エッフェル塔 効くぅ～ 

あと１５分でパリ観光だったのに  

  
団長「これはな･･･」 堀口「はい！」 腕相撲じゃありません。握手です。 

  
呑むと楽しい！！！！ ７月１６日 梅雨明け １日遅れの帰国 
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レ ポ ー ト 
 

 

団  長 福 田 和 明 ・・・ １４ 

副 団 長 黒 瀬 和 俊 ・・・ １６ 

事務局長 髙 橋 正 博 ・・・ １８ 

     

さいたま市 松 澤 敦 ・・・ ２０ 

入 間 市 清 水 裕美子 ・・・ ２２ 

入 間 市 加 藤 秀 樹 ・・・ ２４ 

小 川 町 青 島 香奈子 ・・・ ２６ 

本 庄 市 池 田 道 保 ・・・ ２８ 

熊 谷 市 大 鷲 陽 一 ・・・ ３０ 

熊 谷 市 鈴 木 裕 作 ・・・ ３２ 

深 谷 市 高 橋 正 樹 ・・・ ３４ 

深 谷 市 髙 野 智 秀 ・・・ ３６ 

深 谷 市 堀 口 貴 志 ・・・ ３８ 

寄 居 町 野 澤 和 廣 ・・・ ４０ 

加 須 市 田 島 充 ・・・ ４２ 

白 岡 町 中 村 孝 ・・・ ４４ 
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農業青年海外派遣研修報告 
 
 

                       団 長  福田 和明  
 
 
 

はじめに 
 本年の研修は、ドイツ、スイス、フラン

スの３か国を視察研修いたしました。 
 研修内容は農産物の生産から流通、販売

にわたる農家の取り組みや、その安全に係

わる責任、環境を考えた農業に主眼を置い

た研修でした。 
 研修期間は７月６日から同１５日までの

１０日間であり、各種野菜や水稲、麦の栽

培期間とも合致したため、より大きな研修

成果が得られました。 
 これら研修内容について以下のとおり概

要を報告いたします。 
 
１ ドイツ ７日から８日  

  現地通訳    青木努津実 
（１）ケルン ＧＧＡＰ本部研修 

   対応 国際担当 Ms．Kretschmar  
 食料の安全確保とその信頼を透明化した

活動であり多くの国で取り組んでいます。

近年、中国での取り組みが増大しているの

も大きな特徴です。研修生からは、①どの

ようなシステムで認証しているのか、②規

範委員会により除名等はあるのか、③各農

作物の基準作りはどうしているのか、等活

発な質問がなされました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）ケルン郊外 認証農家＋直売 
   農家は Crisutian Boley さん  
 弟と母での大規模露地野菜農家です。研

修生からは、①認証のための取り組みはど

のようなものですか、②経営面積と作付け

作物は何ですか、③販売額は、等たくさん

の質問が出されました。約５千万円の売上

で所得が１０％、そのためポーランド等か

らの労働者を雇用するなど経費節減をして

いると話していました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ルーマニアからの若い労働者 
 

（３）独ボン バイオダイナミック農法 
   農家は Mｒ Baumgart さん 
バイオ農法に取り組む他ボン大学の講師

や農業経営コンサルタントをしています。   

研修生とのやり取りを要約すると、経営理

念は、①有機栽培、②障害者に優しい農業、

③幼児と動物のふれあい等農業体験の効果

確認、④研修生受け入れによる普及拡

大・・が農場の役割となっています。 
 公園的な農場の状況やバームガルドさん

の熱意に圧倒された様子でした。研修生一

同心から一言、頑張ってください。 
 
（４）ヴィスバーデンのクラインガルデン 
   案内者は Mr Beuermann さん他 
我々は埼玉県の市民農園的なイメージし

ていましたが、リゾート的な雰囲気にやや

混乱をきたしました。研修生からは、①利

用期間は、②利用金額は、③利用の規制は、

等の質疑がなされました。市民農園運営の

際には大いに参考になると思われます。 
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２ スイス ９日 バーゼル郊外フリック 
  有機認証機関 BIO Inspecta 
  担当 Mｓ Rankin さん 
  現地通訳 兼坂さくら 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

認証機関各国研究員の昼食風景 
 

 本機関（施設）は有機栽培に係わる認証

と（基準作りのための）研究ですが、その

分野の中で牛豚の福祉を考えた研究を行っ

ています、には一同耳を疑いました。 
 主な質問は、①認証に係わる審査基準は、

②認証を受ける農家数、③土壌にやさしい

とは、④価格は、については認証を受けて

も反映できないのが悩みと話していました。 
 
３ フランス １１日～１４日 
（１）１１日 アビニオン ルーベン地方 

   ラベンダー栽培＋牧草＋農家民宿 
   現地通訳 近藤寿男 
 当農家の保有面積は３５０ha。母親は古

い館を改修して民宿、息子が農場管理を行

っています。夕食は地元若手農家との交流

会が開催されました。国や思想を超えての

農業への悩みや思いは同じでした。 
 ユーターンした若い夫婦は夫のワイン経

営が軌道に乗るまで働きに出るなど実際の

厳しさと夢の実現を心から願う一晩でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）１２日 フランス アビニオン 

  ①水稲生産組合 Mr Rosiere 
  ②水稲有機栽培農家 Mr Vadon 
 いずれも大規模水稲経営での取り組みを

視察しました。やはり団員が気になるのは

稲の種類や所得、有機栽培米は有利販売で

きるかでした。販売や経費のやり取りを整

理すると、①１ha の所得は籾７ｔで約１０

万円(但し ha 約９万円の補助金があります)、
②有機米は普通米の１.５倍の価格で売れ

るそうです。団員一同３００ha でも余り儲

かんないね、でした。 
 
（３）１３日 パリＲｕｎｇｉｓ市場 

   パリ郊外 酪農＋麦＋農産加工 
   通訳 野方哲一郎 
 ランジス市場の６００ha 規模には全員圧

倒されっぱなしでした。食材は全世界から

集まり、更にヨーロッパ各国へ、団員は規

格が日本に比べ緩く見え、これなら流通コ

ストが下げられるなー・・でした。 
 酪農家では生乳量に年間３０万ℓと制限

があり乳価も日本の３０％、相当厳しいの

で農産加工販売を行っています。チーズに

すると生乳の３倍位になるのでパリ市内で

直売に精を出しているとのことです。団員

はランジス市場の華やかな経済と首都パリ

を生かした生産・加工・直売による経営努

力にパリ農家の力強さに感銘しました。 
 
４ まとめ 
 ３か国、団員は行く先々での食に興味を

持ち大いに食べ、誰も健康を害することな

く、事故も無く元気に帰国できました。 
農家研修についても農作物の生育期に研

修できたことは大変有意義でした。 
 研修先の農家は皆大規模経営でしたが所

得をはじめ経営内容は私たちと余り変わら

ないのではと団員は自信を得たのではない

でしょうか。其々の経営意欲や自負は素晴

らしく、そこから学んだことはこれからの

経営に大いに役立つと確信しました。 
 研修を企画立案していただきました埼玉

県農林公社の理事長をはじめ担当者の皆様、

県農林部長をはじめ農業支援課の皆様に御

礼を申し上げ纏めとさせていただきます。 
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農業青年海外派遣研修を終えて 
 
 

   副団長  黒瀬 和俊 
 
 

 
はじめに 
 第３１回埼玉県農業青年海外派遣研修に、

役員の一員として県内１３人の農業青年と

もに参加し、ドイツ、スイス、フランスの

３か国における最新の農業事業について視

察してきました。 
 ＥＵに加盟するドイツ及びフランスでは、

共通の農業政策のもとで環境への影響に配

慮した農業経営の状況、農業生産工程の管

理基準を定める本部、ヨーロッパでは珍し

い水稲栽培地域などには、関心を寄せてい

た場所であります。 
各国の視察地の中で、印象深いことにつ

いて、次のとおり御報告をさせていただき

ます。 
 
１ ドイツについて 
 最初の視察地として、ケルン市にある農

産物の生産工程を標準化し、国際基準とし

てとりまとめているＧＬＯＢＡＬＧＡＰ本

部を訪問しました。この組織は、１９９７

年にヨーロッパの小売業の１０社が、各社

の自社規格について、生産、流通、小売の

各段階で相互に食品の品質の安全性を確認

するシステムとして発足し、ＥＵＲＥＰＧ

ＡＰと呼ばれていたが、２００７年に現在

の世界基準を認証する機関に発展しました。

ＧＬＯＢＡＬＧＡＰの認証基準は、必ずし

も最も厳しい基準がというわけではなく、

各国が定める基準の方が厳しいということ

もあります。農産物のグローバル化が進む

中で、生産から販売に至る輸送業者や小売

業者を含めたすべての過程を明らかにし、

消費者に安全なものを提供することを共通

の目的としています。会員は日本のスーパ

ーを含む４２社と生産者１５０団体、農薬、

化学、サービス業界等の１５０社の応援企

業があります。現在認定を受けている生産

者は１０万団体に上り、内訳は３３％が個

人、６７％が小規模グループです。 

 
GLOBALGAP 本部前にて 

続いてケルン市郊外のＧＬＯＢＡＬＧＡＰ

導入農家を訪問しました。この農家では、

４５ha に白菜、ブロッコリー、カリフラ

ワー、ニンジン等を栽培し、国内大手スー

パーに出荷しています。大手スーパーでは、

ＧＡＰの認証が無い農産物では購入しても

らえないのが現状と説明を受けました。こ

の農家の出荷総額は、年間４０万ユーロ～

６０万ユーロですが、毎年５００ユーロの

ＧＡＰ認定更新料負担やポーランドやルー

マニアからの多くの出稼ぎ労働者を長期雇

用するなどのため、経営は決して楽でない

ということでした。 
 
２ スイスについて 
 チューリッヒ空港から１時間ほどの郊外

バーゼル市にある有機認証審査機関（ＢＩ

Ｏ ＩＮＳＰＥＣＴＡ）を訪問しました。

１９９０年に設置されたこの施設は、牧草

地が広がるのどかな中山間地域にあり、農

薬などは一切使用しない環境の中で、国内

５,５００軒の農家等の有機審査を行って

います。審査対象は、農家だけではなく 

１,２００か所の加工所も行い、原料以外

の加工過程においても人体に有害なものを

排除する取り組みを確認しています。また、

この機関は、州行政の立法府に対して有機
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農業への規制強化を働きかける活動も行っ

ています。 

２００９年スイスの有機農家数は、 

５,９３５軒あり、酪農が盛んな東部の中

山間地域で１９.９％、平地では５.４％、

全体平均では１１.１％になり、他のヨー

ロッパ諸国と比較し、かなり高い割合とな

っています。有機の農家戸数は減少傾向に

ありますが、国内の耕地面積は変化してお

りません。これは、製品単価が下がってい

るので離農する農家に代わって、規模拡大

を図る農家増えていることが背景にありま

す。なお、国内産の有機農産物だけでは国

内需要が不足し、輸入もしています。 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIO INSPECTA の周辺風景 
 
３ フランスについて 
 ヨーロッパの農業大国であるフランスの

南部プロヴァンス地方では、年間３００日

が晴天に恵まれ、ローヌ川河口付近のカマ

ルグにおいて稲作が行なわれています。こ

の地域は海抜３ｍ前後の低湿地帯で、１０

０年前のローヌ川の築堤から塩害に悩まさ

れましたが、この対策として１９５０年頃

から水稲栽培が盛んになってきています。

初期には、小規模経営の農家が多く収入も

思うようになりませんでしたが、２００軒

の農家が組合を組織し、国へ陳情や技術的

な研究を共同で行うようになり、現在では

２万 ha の農地で水稲栽培を行っています。

毎年４月下旬にＧＰＳ付きトラクターで効

率的に直播きし、施肥や農薬散布を行い、

９月下旬にはこの地域で１０万ｔの収穫を

します。農家は、１ha 当たり１００～ 

２００ユーロの利益とＥＵから９００ユー

ロの補助金で経営され、借地料、除草剤、

肥料等の経費を支払います。 

続いて、この地域で唯一の水稲の有機栽

培農家を訪問しました。１００ha の農地

のうち２０ha で水稲栽培を行い、収穫後

は５年間休耕して麦や家畜用の飼料を作付

しています。国や組合からの経済的支援や

指導機関もないため、独自の栽培理論で経

営しています。米の販路は、オランダやス

イスへの輸出や育児用食材として、一般米

より約１.５倍の価格で販売でき、農薬や

肥料等の経費がかからないため、他の農家

との収入も大差はないようです。また、こ

の農家では農家民宿の経営も行い、当日は

バカンスシーズンのため、家畜のカマルブ

馬で乗馬を楽しむ観光客に出会いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

乗馬を楽しむ観光客 

 
まとめ 
 研修を終えて、農産物の安全性、地球環

境への負荷軽減、労働者の安全などに取り

組む必要性について、改めて認識を深める

ことができました。食に対する安全は世界

の共通認識であり、ＧＬＯＢＡＬＧＡＰの

理念は食品流通の中で一層必要とされるこ

とと思います。また、日本とは比較になら

ない大規模経営の農業においても、その所

得はそれほど比例しておらず、国やＥＵか

らの助成金に依存する経営事情は、驚きま

した。経営規模の拡大とともに、６次産業

化やブランド化等への取り組みは、日本と

同様に考えるべき課題ではないかと思いま

す。 
結びに、この研修を準備しサポートいた

だいた関係者の皆様に深く感謝申し上げま

す。今後もこの研修事業が実施され、埼玉

農業がさらに発展することを御祈念申し上

げます。研修生の皆さんは、農業をはじめ

さまざまなヨーロッパ文化を実感されたこ

とは、今後の人生でも大きな糧になること

と思います。１１日間寝食を共にした仲間

との絆を大切にし、埼玉農業を発展させる

一員になることと確信しております。 
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農業青年海外派遣研修を終えて 
 
 

                  事務局長  髙橋  正博  

 
 

 

はじめに 

 第３１回埼玉県農業青年海外派遣研修に

役員の一人として参加できたことは、私に

とって大変勉強となる貴重な体験でした。 
 今回は、欧州の農業生産工程管理、環境

保全型農業、フランスの米生産、大規模農

業経営、ＥＵ圏を対象とした広域農産物流

通、直売や農産物加工など、研修生ととも

に極めて多岐にわたる視察をすることがで

きました。 
１０日間の研修を通じ、特に感銘を受け

た点、印象に残った点などをかいつまんで、

以下に報告します。 
 
１ ＧＬＯＢＡＬ ＧＡＰ 

ドイツのケルンにある本部を視察し、 

マネージャーのカーステン・ウーリッヒさ

んから話を伺いました。 

ヨーロッパでは、過去に食品安全問題が

多発したことから、消費者に安全な農産物

を提供するため、１９９７年に１０社から

なる小売事業者団体により、農業生産工程

管理に関する共通規範として、ユーレップ

ＧＡＰが策定されました。 

その後、参加会員が世界中に広がり、 

２００７年にグローバルＧＡＰに改称され、

現在では、４２の小売事業者、１５０の生

産者、１５０の援助団体が会員となってお

り、日本の小売事業者では、イオンが会員

となっています。 

小売事業者会員と生産者会員から選出さ

れた委員によって、基準、監査、認証等の

検討が行われ、小売事業者と農業生産者が

協力して生産管理工程手法のベストプラク

ティスを提示することで、リスクが最大限

排除された農産物の流通を目指す制度とな

っています。 

この制度に法的拘束力はありませんが、 

 

 

事実上の国際規格として、世界の１００か

国以上で導入され、約１０万を超える生産

者がその認証を取得しています。 

ドイツで視察した農家の話では、生産者

が小売事業者と契約を行うには、グローバ

ルＧＡＰの認証を受けていることが必要条

件とのことでした。 

今後、日本農業が国際的な競争力を持つ

ためには、グローバルＧＡＰのような国際

的な認証基準に基づく生産工程管理の導入

が必要不可欠であると感じました。 

 
グローバルＧＡＰ小売事業者会員のロゴ 

 

２ ＢＩＯ ＩＮＳＰＥＣＴＡ 

スイスのバーゼル近郊にあるビオインス

ペクタを視察し、有機農産物検査官のマテ

ィナ・ロッシュさんから話を伺いました。 

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）の付属機関としてスタート

し、設立から１１年目になります。 

主な業務は、国からの委託を受けて行っ

ている有機農産物の検査と認証で、２００

９年時点では、スイス国内に５,９３５戸

の有機農産物生産農家があり、このうち
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５,５００戸をビオインスペクタが検査し

ています。 

スイスでは、国内全農地の１１.１％で

有機農業が行われており、地域的には中山

間地域で１９.９％に及んでいるのに対

し、平地部では５.３％と、平地部が少な

い傾向となっています。 

これは、スイスがアルプス山岳地を抱え

急峻な地形が多く、農家の経営規模は小さ

いが、観光資源と国土景観保全に重要な役

割を果たしていることから、国が条件不利

地域の所得保障政策を導入しながら、有機

農業の推進に力を入れているためです。 

有機農産物の消費に関しては、１人当た

りの有機農産物消費量でみるとヨーロッパ

第１位であり、有機農産物に対する需要は

フランス語圏や健康志向の消費者を中心に

拡大傾向とのことでした。 

 

 
ビオインスペクタにて 

 

３ フランスの米づくり 

フランス南部プロヴァンス地方のカマル

グで水稲の生産を視察し、大規模経営を行

っているマス・ドゥ・ビンさんから話を伺

いました。 

このカマルグは、ローヌ川と地中海とで

形成されるデルタ地帯で、フラミンゴの飛

来地にもなっている湿地帯です。 

この地域の田面は、海面よりも標高が 

５０cm 低く、塩害が発生するので、他に

適する作物がないことから、湿地帯である

自然条件を活かし、かつ、潅漑用水によっ

て塩抜きのできる水稲の生産が１９５０年

から始まりました。 

現在は、約２万 ha の農地で、２００戸

の農家が水稲を作っています。 

視察した農家の経営面積は、３００ha

で、ジャポニカ米とインディカ米の２種を

生産しており、４月下旬から直播きし、９

月下旬から収穫が行われています。 

カマルグの水田地帯をバスでの移動中に

窓から外を見ると、まるで日本にいるかの

うような風景で、フランスで水稲が作られ

ていることに感銘を受けました。 

 
カマルグ農家組合のＤＶＤ 

 

むすびに 

この研修は、関係する多くの方々の協力

があって実施できたもので、県内各地から

農業青年１３人が参加しました。 
研修生は、連帯感があり、班としてのま

とまりも良く、視察先では積極的な質問の

連続でした。時間外にも仲間と街に繰り出

すなど、旺盛な探求心と行動力を持った農

業青年の姿がありました。 
この研修で培った連帯感を大事にし、今

後のそれぞれの農業経営、地域の活動、埼

玉農業の発展にお互いが力になり合うこと

を期待します。 
帰国日には、フランス革命記念日の空港

規制と悪天候で、予定していた飛行機が定

刻に飛ばなかったことから、ミュンヘンで

予定外の延泊をすることになりましたが、

研修生全員が予定の研修を全て終了し、事

故もなく無事に帰国することができました。 
最後になりましたが、研修期間中大変お

世話になりました添乗員の小串さん、この

度の研修にあたり御尽力いただきました関

係者の皆様に改めて感謝申し上げ、研修の

報告とさせていただきます。 
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海外派遣研修を終えて 
 
 

１班 さいたま市 松澤 敦  
 
 
 

はじめに 
第３１回農業青年海外派遣研修に参加さ

せていただき、県、市町村、職員の皆様に

は感謝とお礼を申し上げます。 

研修でのメインテーマになっている有機

栽培を実践することで、どのようなメリッ

トがあるのか、自分は全く考えたことがな

かったので、有機栽培について考え、後の

農業、食生活はどのように変化するのかと

考えられるよい機会になると楽しみにして、

出発の日まで待っていました。 
 
１ ドイツ 
（１）ＧＡＰ導入農家 
 ケルン郊外にある野菜や麦を栽培する農

家でした。ＧＡＰ取得の認定書をもらい、

その認定期間は１年間有効です。１年後は、

ＧＡＰ関係者が農家を訪問し検査を行うそ

うです。そこで一番驚いたことは、野菜は

すべて自分の家で採種しますが、種子消毒

をしないということでした。有機農業で、

一切化学農薬・肥料も使用しないのになぜ

かほとんど害虫被害がないそうです。やは

りそれは、高い技術を持ち長時間に渡り人

の手が入っているかが伺えました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
広大なほ場で生産者から説明 

 

２ スイス 

（１）有機認証機関  
 ビオ・インスペクタと呼ばれる有機農家

を支援する機関で、有機農家の８０％、 

５,９３５件に有機認定をしています。検

査調査は年１回行います。会社は各州とつ

ながりを持っていて、負担金を農家に渡し

ます。負担額は、農家の収入の２０％とい

うことでした。消費者は有機の野菜や果物

を選ぶ理由として、体に良いからと答えた

人が５０％、環境に良いからと答えた人が

３０％、美味しいからが２０％という興味

深いアンケート結果が出ていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ＢＩＯ ＩＮＳＥＣＴＡでの説明 

 
３ フランス 

（１）稲作農家 
カマルグ地帯にある３００ha 経営する

稲作農家。この地帯には、約２００軒の稲

作農家があり、どの農家も約１００ha の

土地で米を栽培しているということです。

この農家では、昔ながらの伝統的な農法で

栽培を行い、除草作業は行わず、農薬を使

用しない有機肥料を使用しています。有機

農法で認定を受けてますが、どこからも補

助金がでないそうです。認定書をもってい

ると、米が売りやすく外国に輸出もしてい

るそうです。 
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稲作農家の大型機械 
 
（２）ランジス中央卸売市場 

 ここでは、野菜・果物・肉・魚・乳製

品・花きの６部門に分かれていました。 

１２,０００人が働き、１,４００社が入り、

面積６００ha という信じられない程の大

きな市場でした。国内産のものだけでなく、

国外からの物産品も多く、特産物のような

物もありました。トマトだけでも、少し見

ただけでも十種類以上あり、品揃えが豊富

でした。日本でも近年は言われていますが、

ある程度の品種数を確保し、消費者が選ん

で購入することができないと購買意欲や農

産物への興味が低くなり、その結果として

農業が衰退していってしまうのかなと感じ

させられた一幕でした。これを期に自分で

も品種数を増やし、毎年よい結果が残せる

ように努力していきたいです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多彩な色のトマト 

 

また、自分の興味を引いたのが花市場で

した。今頃のシーズンは、売られている９

割以上が切花で、オランダ産のバラが８割

を占めていることに驚きました。切花のメ

インがバラであるとは全く思いもしなかっ

たです。別の場所に大きな温室があり、そ

こには鉢花が置かれていて、４５０種類あ

るということでした。鉢花に関しては、ほ

とんどが国内産で、視察した時には売られ

ていなく、８月に入ってから売りに出され

るそうです。 

 
市場内の風景 

 
まとめ 
 ヨーロッパ農業は、日本と同じく農家に

よっては経営がしやすく、ある意味で苦労

が少なく元気な農家もありましたが、現状

ほとんどの農家は、厳しい経営状態である

ことを知りました。また、後継者不足、離

農農家が増加し、輸入農産物の増加による

国内産価格の低下等の問題があるそうです。 

 日本の農業が発展していくためには、若

い世代に農業に関心を持ってもらい、新た

な農業者を増やしていかなければならない

と考えています。そのためには、率先して

政府等が真剣に動き、農業者を援助するこ

とが大切であると感じました。 

 最後に、研修に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

感謝申し上げます。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ランジス中央卸売市場で 
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ヨーロッパの有機農業事情 
 
 

１班 入間市 清水 裕美子  
 
 
 

はじめに 
第３１回海外派遣研修に参加させていた

だき、関係者の皆様に感謝申し上げます。 

現在、私は就農２年目で、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に触れることで自

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 ドイツ 

（１）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」と言います。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。農産物が市場に出るまでの過程で、

ほ場や資材の安全性(環境保全)、農産物の

品質向上、生産過程時での環境にあたえる

影響、衛生、安全性、労働者の安全と健康

などのリスクを低減し、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。 
 
（２）ＧＡＰ導入農家 
 ホワイトアスパラとブロッコリーを中心

に野菜栽培しているＧＡＰ導入農家を視察

しました。ＧＡＰ認証を取得すると年間 

５００ユーロの出資と厳しい監査がありま

すが、大手スーパーではＧＡＰ認証されて

ない農産物は買い付けてくれないので、生

活していく上では、ＧＡＰ導入が必須との

ことでした。この農家では直売もしていて、 

周囲の農家の野菜も含めたくさんの野菜が

販売されていました。また、人生初のルバ

ーブジュースを試飲させてもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

有機野菜＆果物がたくさん!! 

 
２ スイス  

（１）有機認証機関（BIO INSPECTA） 

スイスでは、農地の約１１％で有機農法

が行われています。この割合はＥＵ内では

高く、この背景には有機農産物への需要が

多いことと、国の支援策が充実しているこ

とが挙げられます。スイスの主な国益は観

光と銀行であり、特に観光と農業は密接な

関係にあり、観光の主である美しい環境の

保全や維持するために国民から大切にされ、

国を挙げて環境保全型農法を推進していま

す。規定を守り義務を果たした農家のみ、

国から補助を受けることができ、これに反

するとペナルティがあります。この有機認

証機関では、主に農産物（加工品も含む）

の検査と認証を行っています。スイスの消

費者は食品の安全が保障されているものは

割高でも購入する傾向にあるので、認証を

得た製品を高値で販売することができます。

なかには偽装する人も出てくるので認証基

準の徹底、検査や取り締まりも強化してい

ます。そのためにも、このような第３者機

関が必要とされています。 
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検査内容は、環境に優しい家畜の飼育、

循環型農業経営の実施、化学薬品や遺伝子

組み換え農産物を原料とした飼料は使わな

い、土壌に優しい耕起方法の実践等の規定

が組まれています。また、ＧＡＰと同様、

結果管理ではなく工程管理を主として、ほ

場から収穫、梱包、輸送、加工、販売、全

ての過程において検査されています。これ

らの検査を経て、ＢＩＯ ＩＮＳＰＥＣＴ

Ａの認定を受けた農産物は、安全な食品を

望む消費者に提供されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

農業=観光、すてきな考えだと思います 

 
３ フランス 

（１）フランス米生産組合及び稲作農家 

 フランスの稲作は日本と栽培方法が異な

り、水田に種子を直播します。米生産組合

の農家では約３００ha の土地を所持し、

７５０粒／㎡播種、実際収穫できるのは１

００粒／㎡程度だそうです。主な支出は借

地料、除草剤、肥料、水道代で、年間売上

１００～２００ユーロ／ha と、９００ユ

ーロ／ha の補助金があるにも関わらず、

厳しい所得の状況だと伺いました。販売先

はレストランや市場、グリーンツーリズム

施設等で直売を行っています。 

 稲作農家では、ＢＩＯの手法を導入し、

有機栽培をしていました。水田に種子を直

播きし、収穫するまで手をかけません。除

草作業をしないので雑草は生えますが、輪

作を続けることにより減るので、結果とし

て、除草作業の軽減に繋がるそうです。ま

た、慣行栽培に比べ収量は少なくなります。

フランスでは、ＢＩＯへの関心が低いため

か補助金等の助成はありませんが、市場で

は有機認定を受けていない作物に比べ  

１.５倍の価格で取り引きされることや栽

培過程で農薬等の経費が節約できます。販

売先は、仲介され海外に輸出したり、グリ

ーンツーリズム施設等で直売します。 

 また、両稲作農家ともに稲作だけでは経

営が厳しいのでグリーンツーリズム等の農

家民宿を併用し、多角経営を行っています。

農家民宿で農業体験等を実施することで、

地産地消の意識が高まるとともに地域の観

光業となるので、農家の今後の可能性が広

がると感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
さすがフランス!!規模が違う!! 

 

最後に 

 本報告書では、有機認証・栽培に焦点を

絞りまとめました。ヨーロッパは、環境保

全や食品の安全を確保するための機関が充

実していると思います。日本でも注目され

ている「有機」ですが、やはりヨーロッパ

の生産者でも多くのメリットやデメリット

が見受けられました。今後は、消費者と生

産者の双方に同等のメリットが付加される

ように、これから注目される有機について

考えていきたいと思いました。 

 また、日本で行われている作物栽培にお

けるクオリティの高さと繊細さを改めて再

認識しました。もちろん、耕作面積をはじ

め農業経営の規模が大きく異なりますが、

大規模ではないからこその日本の農業技術

を大切にし、消費者へ農業の魅力や素晴ら

しさ、現実を知ってもらいたいと思いまし

た。そのためにも、これからの農業を担う

一農業者として活動していこうと思いまし

た。最後の最後に、日本のご飯が一番うま

い!!です。 
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ヨーロッパ研修を終えて 
 
 

２班 入間市  加藤 秀樹  
 
 
 

はじめに 
 パリ祭と豪雨のおかげ（？）で一日延び

てしまった今回のヨーロッパ研修。思わず

「にやり」とした人もいたのでは。また、

研修以外の時間もとても長く、疲労も大き

かったと思います。団長はじめ研修生皆さ

んお疲れ様でした。 
 今回は３か国を回ったわけですが、やは

り日本から見ていると、ヨーロッパ農業と

いう一括りになりがちですが、ドイツ・ス

イス・フランスともそれぞれの国土や風土

に合わせ経営規模や農作物の違いが鮮明だ

ったように思います。 

 
次はＰＡＲＩＳ 

 
１ ＧＬＯＢＡＬ ＧＡＰ 
 近年、日本でも耳にするようになった 
ＧＡＰですが、今回訪れたのはＪＧＡＰの

考え方の基になったＧＬＯＢＡＬ ＧＡＰ

です。 
 農業関係の組織なので、ちょっと郊外に

あるのかと思っていたら、ケルンの中心部

で私たちの乗っていたバスも通るのがやっ

との場所にありました。このＧ．ＧＡＰは、

１９９７年にＥＵＲＯ ＧＡＰとして農家

が負担していた食の安全を確認するための

二重三重の認証制度を一本化する目的で始

まり、その後２００７年にグローバル化、

農業生産から流通、小売りにまで食に関係

している企業や個人が会員になり運営され

ているそうです。現在、ヨーロッパ圏内の

多くのスーパーマーケットではＧＡＰを導

入しているため、農家がこのＧＡＰの認定

を受けていないと取引が難しくなっている

と言うことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 朝の代表会議 in ヴィースバーデン 
 
 
２ 絵画のような 
 まるで絵に描いたような農村の風景が印

象的でした。４日目に訪れた視察先の 

ＢＩＯ ＩＮＳＰＥＣＴＡという有機農業

の検査・認証機関の対面の山間部に広がる

農地の様子です。 

 やはり、スイスでは美しい農村風景のお

かげで多くの観光客を呼んでいるようです。

しかし、農家は農産物の生産の他にこの美

しい景観の保全をしなければいけないとい

うことでした。スイスでは農家保証は最大

で５０％になるそうですが、景観の維持や

有機農業の保護のために様々な法律が作ら

れ、それら法律が農家の経営にとっては厳

しくなってきているという現状もあるよう

です。 
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なにが欲しい？ 
 
３ ３００＆１５０ 
 ７日目に訪れた稲作農家の耕作している

田んぼの面積は３００ha もありました。 

南仏のアビニオン郊外にある水田地帯の

一件を視察に行きました。おそらく見渡す

かぎり、この農家の水田なのだろうという

感じでした。栽培は、年一回の作付け、ジ

ャポニカ米とインディカ米の２品種をトラ

クターによる直播きで１ha あたり２２０

kg 播くそうです。 

９月下旬から収穫が始まり、１ha あた

りの収入は約１５０ユーロです。聞き間違

いかと思いました。日本円では約１８，０

００円です。このほかに国の補助が１ha

につき、９００ユーロ付くそうです。しか

し、生産額と補助金を合わせても１,００

０ユーロちょっとにしかなりません。やは

り販売としては、組合や協会を通さず独自

の流通方法があるとのことでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

広いでしょ 

４ あと１５分待ったら 
 最後の研修先として訪れた酪農家で約束

の時間が食い違っていたらしく、あと１５

分待ってもこの農家が来なかったらパリで

の自由時間へと変更していたところでした。 

 今回の研修先の中で一番埼玉農業に近い

のかなと感じた農家です。パリの郊外から

３０～４０分程度の所にあり、乳牛と肉牛

合わせて１００頭余りで、牛乳の一部は農

協に出荷し、残りをこの農家の加工施設で

チーズなどに加工しているそうです。耕作

面積は小麦や菜種など５５ha もあります

が、ヨーロッパの中では小さい方のように

思います。そのため、またパリという大都

市から近いということで直売所も併設し、

チーズの他にもジュースなどを売っていま

した。帰り際にジュースを格安で譲っても

らったのですが、さっぱりしていてとても

飲みやすかったです。 

 フランスでは、パリや都市部近郊の農家

は、農産物の栽培だけでなく加工にも取り

組んでいる農家が増えてきているとのこと

でした。しかし、販売力が問題になってい

るようです。 
 
まとめ 
 今回の海外研修は、私にとっては２回目

でした。しかし前回と違う国や研修先を視

察して改めていろんな刺激を受けて帰国で

きたと思っています。 
 最終日、まさかの乗り継ぎ便が出発して

しまったというトラブルはありましたが。 
 今回もこのような機会をいただいた団長

をはじめ農林公社の皆さんには本当に感謝

申し上げます。ありがとうございました。 

 
夏の思い出・シャンゼリゼ 
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ＥＵ有機農業の現状 

 
 

２班 小川町 青島 香奈子  
 
 
 

はじめに 
 私は、新規就農を目指し、有機農家で事

務スタッフとして働いています。 
今回は、ヨーロッパの農業で、農家経営、

販路、環境への考え方、また消費者の意識

を体感し、見聞を広めるため参加しました。 
 ３か国の有機農業とその経営について学

んだことをレポートいたします。 
 
１ スーパーマーケット 
ドイツ、スイス、フランスの３か国のス

ーパーマーケットでは、有機農産物を使用

した商品の表に「ＢＩＯ」と表記がありま

した。これらの商品の売れ行きなどは分か

りませんでしたが、ＢＩＯマークの付いた

ヨーグルトやプリン等がたくさん陳列され

ていたので、日本のスーパーとは違う光景

で、一般に浸透していることを感じました。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＢＩＯマークの付いたヨーグルト 
 
２ スイス有機認証機関（BIO INSPECTA） 
 上写真のＢＩＯのロゴは有機認証機関で

認証された有機食品ということで消費者に

信頼されたマークです。生産者は有機の名

称を使うために１年に１度、有機認証機関

のビオインスペクタの検査を受けます。こ

の認証機関は、国からの依頼により民間組

織が立ち上げたもので、体や環境に優しい

食品に信頼できる保証を確定させ、消費者

には安心を生産者には高価格販売というメ

リットをもたらしました。 
また、この認証を受けたスイスの有機農

家や環境保全型農家には、国から所得の保

証があります。これは、国民の投票で決ま

ったそうです。その背景には、スイスの牧

草地や牛などのカウベルなどが旅行客を呼

び、農業風景が観光資源となっていること

が挙げられます。農業で生活が成り立たず

離農したり、後継者が不足することを懸念

し、環境へ配慮するという約束のもと、実

践する農家には国が所得を保証したのです。 
現在、スイスの有機農家は全体の１１％、

有機農産物の売上は２００７年度に比べ

７％増加したそうです。有機農産物を高く

ても買いたいという消費者は、学校教育や

ＴＶ等のマスコミにより健康や地球環境を

取り上げた結果、意識の醸成が図れた証と

のことでした。教育やメディアの影響は日

本同様に大きいようです。 
国からの補助を受けることは、農家は助

かりますが、補助がなければ生活ができな

いという現実がありました。農業という一

つの産業の中の有機農業ではなく、観光産

業の一部とも感じました。スイスだけでな

くドイツやフランスでも、ＢＩＯを取得し

ている有機農家を訪問しましたが、農業だ

けで生活している農家はいなく、農家民宿

や体験農業を併設して経営していました。

有機農業の第一線と思っていたフランスや

スイスの厳しい現状に衝撃を受けましたが、

認証やマークが確立していくなか、民宿や

体験を通して徐々に広めていく姿勢も重要

なことなのだと感じました。地道ですが、

教育やメディアから情報の発信の次は、実

際の体験によって有機農業が農産業として

成り立っていくのだろうと思いました。 
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スイスレマン湖周辺の花壇には野菜が 
 
３ ランジス中央卸売市場 
 色とりどりの野菜や果物が木箱やお洒落

な柄のあるダンボール箱に入っていました。

中身勝負とはいえ、木箱やダンボール箱が

これだけお洒落だと、目が惹かれつい手に

とってしまいたくなる気になりました。 
さすがヨーロッパ、野菜もお洒落でした。 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

市場の野菜 
しかし、驚いたことはほとんどの野菜が

輸入品で、特に近隣の中東やアフリカなど

が多く、きのこ類はアジアから（エリンギ

は日本からがほとんど）だそうです。旅の

移動中にバスや電車から見えた風景は、小

麦畑か家畜、家畜飼料畑でしたので、野菜

はどこで作られているのか気になっていま

したが、輸入がほとんどだということが分

かりました。フランスの自給率は約１２

０％と聞いていたので、日常で食べる野菜

のほとんどが輸入品であることに驚きまし

た。言われてみれば、自給率はカロリーベ

ースの計算なので、普段の食事の自給率で

はないことがこのようなことかと実感しま

した。日本の野菜自給率が８０％というの

が立派な数字だということも同時に分かり

ました。 

まとめ 
 就農後の礎になることを期待し、就農前

に訪れたいと思っていた夢を叶えることが

でき大変貴重な経験をさせてもらいました。 
３か国を巡って強く感じたことは、日本

の良さでした。ヨーロッパの良さを就農後

の参考にするはずでしたが、逆に日本の力

強さを感じ、日本の農業についてもっと勉

強したいと思うようになりました。それぞ

れの国に合った手法を選択してきているの

だから日本とは違うのは当たり前なのです

が、日本の良さを改めて実感できたのが一

番の収穫でした。 
 また、地産地消や持続可能な農業という

言葉は日本だけでなく、世界で必要な言葉

なのだろうと思いました。環境を守るため

の政策も輸入を促すことに加担し、逆に環

境に負荷をかけているとも考えられました。

ヨーロッパの農家は日本以上に厳しい現状

があることも目の当たりにしました。日本

の農業を盛り上げることは、意義のあるこ

となのだと思うことができました。 
 さらに、一緒に行った研修団の農業に対

する姿勢、考えや意見も聞けました。農家

の先輩としてとても尊敬でき、就農を目指

す私に勇気を与えてくれました。 
最後に、私の強引な質問や意見に耳を傾

けてくれた添乗員の小串さんや通訳の方、

そして研修団、とても感謝しています。 
今後も皆の農業に刺激を受けながら、農

業を盛り上げていける農家になりたいと思

います。ありがとうございました！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エッフェル塔の前で 
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海外派遣研修を終えて 
 

２班 本庄市 池田 道保  
 
 
 
 

はじめに 
 私は、就農して５年目になりました。私

の家では、米と麦を中心に、ネギ、ハクサ

イ、キャベツなどの野菜を露地栽培してい

ます。 
農業に関しての知識、経験ともにまだま

だ浅く、将来農業を営んでいく中で１つで

も多くのことを学び、活かしていければと

思い、今回の海外派遣研修に参加すること

を決意しました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

何馬力！？ 
 
１ ドイツについて 
 ドイツでは、ＧｌｏｂａｌＧＡＰ本部を

視察しました。ここ数年、日本でも広まっ

ているＧＡＰですが、私は以前からこのＧ

ＡＰというものについて疑問を持っていま

した。それは、この制度を導入することに

より、生産者にどのようなメリットがある

かということです。多くのチェック項目が

あり、ただ面倒なだけなのではないかと思

っていました。ですが、説明を聞いていく

中で、徐々に疑問に思っていたことが消え

ていきました。 
 それは、１つの商品（農産物）がどこで、

どのように栽培し、収穫、出荷、加工され

て、どの経緯でお店まで運ばれ、消費者の

手に届くまでの課程において、安全を保障

する制度（システム）なのだと理解するこ

とができたからです。 
 そして、農産物の安心や安全が求められ

る今日においては必要不可欠になっていく

制度なのではないかと実感しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ドイツの麦畑 
 

２ スイスについて 
 スイスでは、有機認証機関（ＢＩＯ  
ＩＮＳＰＥＣＴＡ）を視察しました。 
 スイスは、農家の約１１％が有機栽培農

家で、日本では考えられない数字なのかな

と感じました。その内の８０％が、この 
ＢＩＯ ＩＮＳＰＥＣＴＡの認証を受けて

いるそうです。 
 ここでは、「環境や人にやさしい」を定

義にして、有機農家の検査や認証を行いま

す。また、審査する検査官の教育や有機農

法の研修もしているそうで、ここには意欲

のある人達がたくさんいました。また、研

修を受けた者が独立を希望し、海外で就農

したいとなれば、それに伴う援助もしてく

れるそうです。とてもすばらしいことだと

思いました。 
 そして、国の政策として、環境に付加を

かけない農業を実践する有機栽培農家や環

境保全型農家には、所得を補償する制度が

しっかりとしているそうです。その補償す

ることに対して、環境保護の意識が高い国
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民が多く、安全な食品を求めていることか

ら、この制度に多くの国民が賛成している

そうです。 
私自身も、有機栽培は環境や人にとって

良いこととはもちろん分かっていますが、

慣行栽培と比較するとどうしても手間がか

かり、収量も少ない等のマイナス面を考え

てしましますが、日本でもスイスのように、

国が取り組む農家への助成や国民へのＰＲ

を充実させれば、私のような考えもなくな

り、今まで有機栽培に興味があった人、そ

うでなかった人も、苦戦するかもしれませ

んが、ポジティブな考えを持ち始め、有機

農業や環境保全型農業に挑戦したくなる農

家がもっと増えていくのではないかと思い

ました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＢＩＯ ＩＮＳＰＥＣＴＡ 
 
３ フランスについて 
（１）稲作 
 フランスでは、稲作農家の視察に行きま

した。今回の研修に参加するまで、フラン

スでも稲作をしていることを全く知りませ

んでした。実際に視察し、ほ場の大きさに

唖然としました。 
 昔は田植えをしていたそうですが、今は

機械による直播を行っているそうです。 
 ４月下旬から５月上旬に種を播き、寒く

なるのが早いので８月１５日までに花を咲

かせるようにして、９月下旬から収穫を始

めるそうです。 
この農場で見た様々な農業用機械の種類

やその巨大さに驚きの連続でした。 
 
（２）ランジス中央卸売市場 
 敷地面積と取扱量ともに世界一のランジ

ス中央卸売市場で、青果物や生花を中心に

視察しました。 
 出荷されている野菜の規格は、気のせい

か日本ほど厳しくはない様な感じがしまし

た。初めて見る野菜やフルーツがたくさん

ありました。 
 生花では、色鮮やかな花や見たことのな

い花がたくさんあり、とても良い香りがし

ました。たくさんの花の中にいるととても

心地が良かったです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

フランスの田んぼ 
 
まとめ 
 今回の海外研修に参加して、今後自分が

農業を経営していく上で、必要な目標や目

的を改めて確認することができました。 
 これからの農業の手法は色々あると思い

ますが、環境や人にやさしい農業をベース

にきちんとした品質管理のもと、安全で安

心な、かつ高品質な農産物を継続して栽培

し、消費者へ安定した供給を実行していく

べきと強く感じました。 
 最後になりますが、この研修に御支援い

ただきました関係機関の皆様方に御礼申し

上げます。 
ありがとうございました。 

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

黄色いカリフラワー 
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海外研修を終えて 
 
 

１班 熊谷市 大鷲 陽一  
 
 
 

はじめに 
 私は就農して５年目、ネギ、ニンジン、

ヤマトイモを栽培しています。 
 ヨーロッパの環境や農業に直接触れるこ

とはなかなか無い機会なので、この先自分

が農業経営を行っていくためには知識や経

験を積む必要があると思い、今回の海外派

遣研修に参加しました。 
 
１ ドイツ 
（１）直売所併設農家 
 ボン郊外に７８８年からある古い農場で、

直売所を併設している農家です。大規模な

耕作面積を活用し、有機野菜の栽培を中心

にハーブや小麦の栽培や羊などを飼育して

います。 
 さらに、地域の教育者、子供や一般市民

を対象に食農教育を実践している農家でも

ありました。 
 実際に畑を見せてもらいましたが、畑の

周りに花の種を播いたりして日本とは違う

風景に驚きました。農場内で近所の幼い子

供達が遊んでいる姿を見て、地域住民にと

ってもすごく良い環境だなと思いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

直売所併設農家 
 

（２）クラインガルデン  
 「小さな庭」と呼ばれる市民農園は、ド

イツだけでも約７０か所もあるそうで、約

４００㎡未満を一区画とし、その敷地の中

で市民が協会員となり土地を借り、休日に

花、野菜や植木を栽培して楽しんでいます。

栽培だけでなく憩いの場所として自分たち

のセンスに任せてガーデニングを楽しんで

いました。 
 もともと１８世紀から１９世紀（産業革

命時代）に庭のない労働者が健康的に暮ら

せるようにと始ました。商業的なことは禁

止され、年間６時間から１０時間程度の共

同作業への参加が義務づけられています。 
 賃借料は平均年間６０ユーロ＋保険＋光

熱水費を負担します。賃借期間は無期限と

のことです。借りている方を見ると本当に

ガーデニングや栽培を楽しんでいて、どこ

か暖かく感じました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クラインガルデンの風景 
 
２ フランス 
（１）農家民宿 
 アビニオン郊外にある農家民宿では、 

３５０ha もの広大な土地を農地や牧草地

として利用していました。農地は石灰岩だ

らけで耕作不可能な荒れ地のため、痩せた

土地でも育つラベンダーやラバンディンを

栽培していました。 

 収穫したラベンダーはエッセンシャルオ

イル用や化粧品に使われ、ラバンディンは

多収品種のため石鹸やオイルに使われるそ

うです。加工に使う花は機械で効率よく収
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穫され、ブーケ用のラベンダーだけは丁寧

に手で摘みとりされるそうです。 
ラベンダーは種子から育てることができ

栽培は容易ですが、ラバンディンは挿し木

で増殖され全て手植えで植え付けます。製

品は世界中のラベンダー専門店に出荷され

ているそうです。 
 農家民泊の夜、現地の青年農業者と夕食

を一緒にしながら意見交換する機会があり

ました。フランスの青年農業者は、楽しく

農業をやっているが、後継者不足や収入面

での課題があると話していました。海外の

青年農業者とたくさんの農業話をしたかっ

たのですが、私は英語も話せず、なかなか

聞きたいことが聞けなかったのが残念でし

た。 
 この日の晩、外に出て夜空を見ると、南

フランスの星がとてもきれいだったのが印

象に残っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農家民宿と団長 
 
（２）ＲＵＮＧＩＳ中央卸売市場 

 ランジス中央卸売市場は、敷地面積も取

扱量も世界最大の市場で、労働者数は、 

約１２,０００人、数個の建物に分かれて

いて、うち７棟が野菜専門の建物でした。

この巨大市場には小売店以外にも病院、ゴ

ミ焼却場、食品検査場、検疫所も含め 

１,４００社が入り、まるで１つの街のよ

うでした。バイヤーは毎日約２０,０００

人、２５,０００台ものトラックが野菜や

花を輸送しているそうです。 

ただし、魚貝類に関してはランジス中央

卸売市場よりも日本の築地市場の方が４倍

もの量を取り扱っているそうです。ランジ

ス中央卸売市場は、世界中の農産物を取り

扱っていますが、日本の農産物には出逢え

ませんでした。市場内では、ＥＵ共通の品

質ラベルによって特級は赤、１級は緑、２

級は黄色の順で品質を区分していましたが、

サイズや規格は日本と比べ意外とバラバラ

だと感じました。日本では見たこともない

野菜があり、触ることはできませんでした

がとても参考になりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ランジスのガイドさん 
 
まとめ 
 今回の研修でヨーロッパの農業を視察し、

土地の広さや機械の大きさに驚き、普段で

は味わえない環境や生活スタイルを体験で

きて勉強になりましたが、現実の経営状況

や収入面等の話を聞くと正直がっかりした

部分もありました。 
 また、研修だけでなくオプショナルツア

ーで行った「モンブラン」や自由行動の時

間など楽しく良い思い出になりました。 
 これから自分が農業を経営していく上で

必要な経営や販売方法等について、今回の

研修で学んだことを活かして頑張っていこ

うと思います。 
 何よりも良かったのが研修に参加しなけ

れば出会えなかった、たくさんの人たちに 
出会えたことです。 
 関係者の皆様、有難うございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
標高３,８４２ｍでの一服 
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海外研修を終えて 
 
 

２班 熊谷市 鈴木 裕作  
 
 
 

はじめに 

 私は就農して２年目、熊谷市でネギ、カ

ブ、ニンジン等の露地野菜を栽培していま

す。この度第３１回埼玉県農業青年海外派

遣研修の話をいただき、今後農業で生活し

ていくうえで、海外の様々な農業の経営ス

タイルに直接触れることで、今の私の価値

観と視野を広げていきたいと思い参加させ

ていただきました。 
 
１ ドイツ 

（１）ＧＡＰ導入農家 

 視察したＧＡＰ導入農家から、「ドイツ

の農家にとって、ＧＡＰ認証は生き延びる

ために必須だ。」という印象的な言葉があ

りました。１つの国の中で特定の認証資格

がそれほどまでに重要視されていることを

実感しました。 

 
ブロッコリーの出荷作業 

そして、耕作面積の大小にかかわらず農

業を業して成り立たせるためには、野菜等

を栽培する技術に加え、労働者を雇用する

ことから語学力、法律や経済等の農業以外

の知識が必要になるのだと実感しました。

その理由として、視察した農家では、農繁

期に外国からの季節労働者を１０人以上雇

用しているからです。今後農業を経営して

いくためには、経営者としての知識と野菜

栽培の技術を併せ持つことが必要だと改め

て考えさせられました。 
 
（２）直売所併設農家 

ボン郊外で農業を営み、今では１８代も

続く歴史のある農家を視察しました。 

経営者は世界中の様々な農業を学んだ方

で、話を聞くと私が目指す農業経営を行っ

ていました。その考え方とは、農業をサー

ビスとして捉え、子供向けに農業の啓発に

力を入れて食育教育等の事業も行っていた

ことです。その活動の一つとして、サマー

フェスティバルという名のお祭を開催する

ことで、消費者と触れ合え、会話すること

で自身の農業スタイルを直接伝えることが

できるのです。しかも、お祭りでも利益も

だしていたことに驚きました。 

この農家は、農業も企業として成り立つ

ように収益を確保しながら、次世代を担う

子供達に地域のありのままの自然や景観及

び農業の大切さを伝えていました。利益だ

けを追求するのではなく、周囲へのメッセ

ージを両立させていることは困難なことだ

と私は考えていましたが、その手法を視察

できたことは、今後の私の農業経営の参考

にさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
農場に併設している直売所 
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２ フランス 

（１）農家民宿(ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ)施設 

こちらは、露地でラベンダー等の花き栽

培の農家でありながら、古い大きな自宅を

活用したグリーンツーリズム施設として民

宿も営んでいる農家で１晩泊りました。こ

の農家から「見渡せる範囲の土地は私の土

地ですよ。」と日本では考えられないよう

な言葉を聞きました。研修の中で１番経営

規模の違いを思い知らされ唖然としました。

ラベンダー畑を始め、森林、牧草地を含め、

３５０ha もの土地を維持するなんて、自

分には考えられません。その面積を作業す

る農業機械はとにかく「デカク」、あまり

にも大きなトラクターを見た時は興奮しま

した。手摘みで収穫したラベンダーはブー

ケに使用し、機械収穫したものは、工場で

石鹸やエッセンシャルオイル等の化粧品に

加工して販売していました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ラベンダー畑 

 

 この施設での夕食時に、地元の青年農業

者との交流会として晩御飯をともにしなが

ら意見交換を行いました。農業に対する思

いや様々な苦難や楽しさが話題となり、直

接意見が聞けてとても充実した時間を過ご

しました。 

さらに、この施設で一晩過ごせたことで、

日本では体験できない広大な夜空、朝日の

偉大さ、空気の美味しさ、大自然を体験す

ることで今までの自分の小ささを反省し、

今後の決意を固める良い機会となりました。 

 

（２）ランジス中央卸売市場 

ランジス中央卸売市場は、パリの胃袋と

呼ばれるヨーロッパ最大の市場であり、１

つの街の機能をまるまる形成するほどの大

きな市場です。総面積が６００ha と広す

ぎるため、移動手段は車や自転車を使用し

ます。 

 
ランジス中央卸売市場 

 

市場内には、私が全く知らない野菜や、

日本でも見られる野菜でも色や容姿の違い

に驚きました。また、木箱、ダンボールや

パック等のカラフルな梱包や資材の使用方

法やスーパーや加工企業による販売量の違

いに対応するように配置されていた市場内

の卸売業者の店舗数の多さは圧巻でした。 

さらに、市場内で使われる単位の大きさ

や販売方法の工夫を見学できたことで視野

が広がりました。 

ランジス中央卸売市場では利益追求だけ

ではなく、従業員に対する支援や援助方法

がユニークで国柄を表していると思える点

がありました。 
 
まとめ 

この第３１回埼玉県農業青年海外派遣研

修に参加して、様々な経営のスタイルを学

ぶことができたこと、自然の広大さを感じ

て私自身を思い返す機会となったこと、こ

れから農業を行っていく上でかけがいのな

い仲間をつくれたことに改めて感謝致しま

す。どのような形になるかわかりませんが、

この研修で学んだことを私の農業経営の糧

にさせていただきます。 

最後に今回の研修に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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ヨーロッパ研修を終えて 
 
 

１班 深谷市 高橋 正樹  
 
 
 

はじめに 
 まずは、第３１回埼玉県農業青年海外研

修に参加させていただきありがとうござい

ました。私は、深谷市でネギ、カブ、ニン

ジンを栽培し、就農して１０年目を迎えま

す。 
私の家では市場への出荷を中心としてい

ますが、昨年から近所の農家仲間とともに、

小ロットではありますが飲食店への直接販

売を始めました。次のステップとして何か

したいと思っていたところへ今回の海外研

修の話しをいただき、これも何かの縁だと

思い参加させていただきました。 
 
１ ドイツ 
 まず、ヨーロッパへ来て驚いたことは、

予想を超える広大な農地であることでした。 

機上から見た景色は、色とりどり、鮮やか

なパッチワークのような美しい景色でした。 

 最初にＧｌｏｂａｌ ＧＡＰ本部へ視察

しました。ここは、１９９７年にスーパー

マーケットが中心となり発足され、今では、

農業経営者も加わり、半々の比率です。 

Ｇｌｏｂａｌ ＧＡＰは民間の認定会社

ですが、認知度は高く、かつ組織全体も細

分化されています。取り組みは、食、労働

者、動植物への安全を考えて設置され、世

界各地で認証を受け日本では、現在９４か

所の個人や団体が認証されているそうです。

また、地域によって栽培方法や生産条件が

異なるため、地域にあわせた検査が行われ

ています。そのため、これらを基本に地域

に適したＧＡＰ組織があり、日本ではＪＧ

ＡＰがそれにあたります。 

これからは、食の安全だけの生産から、

労働者、動植物、環境も含めた安全を考え

て行かなければならないのかもしれません。

しかし、認証・導入をしたときのコストを

考えると個人で対応するには複雑で厳しい

ので、農協や組合等の団体単位で取り組む

のが適切だと感じました。 

 続いて、Ｇｌｏｂａｌ ＧＡＰを導入し

ている生産者に視察に行きました。ここは、

直売所も併設していました。４５ha の農

地でハクサイ、ブロッコリー、キャベツ等

を栽培し、すべて農協へ出荷しているそう

です。ここでは、個人で認証・導入してい

るため、検査コストが多少の負担に感じら

れました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Global GAP 本部入居ビル 

 
２ スイス 
 ２か国目は、スイスに行き、有機認証機

関（ＢＩＯ ＩＮＳＰＥＣＴＡ）の視察を

しました。この機関では有機農産物の定義

を適正に分類し、自然環境に配慮した基準

を作成し、有機の普及推進及び啓発活動を

行うとともに、それらにかかわる調査、化

学分析や認定・登録の業務を行います。 

有機農産物の生産だけでは、農家は生活

が成り立たないため、有機農家への所得保
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障として日本でいう農水省から３０％、環

境省から２０％の保障が出ているそうです。

また、スイスの国民は、自然環境を第一に

考えているために、有機農産物への認知や

認識は強く、有機農産物とそれ以外の農産

物との価格差は、ほとんど無いために購入

しやすいそうです。 

それに、この国の第一印象は、大自然の

景観を大切にしているという印象を受けま

した。スイスという土地柄なのか、自分た

ちの暮らしている環境を理解し大切にし、

その環境を最大限に活かし、自然環境に良

いことをしているのだと感じられました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
有機認証機関（BIO INSPECTA） 

 
３ フランス 

 最後の３か国目はフランス、バスで入国

し、花き栽培（ラベンダー）を併設したグ

リーンツーリズム施設に宿泊しました。こ

の施設は、元々中世の関所に使用されてい

たところで、外観は特に歴史を感じる施設

でした。この農家ではラベンダー栽培が盛

んで、乾燥させたものは日本にも輸出して

いるそうです。その晩に地元の青年農業者

との交流会があり、夕食をともにしながら

酪農家やワイン生産者等と農業話をしなが

ら交流しました。フランスでも後継者不足

が深刻な問題であると話していました。し

かし、日本とフランスの大きな違いは、フ

ランスでは就農を目指している者は農業学

校に６か月間通えば就農者として認められ、

卒業後には国の機関が５年間指導してくれ

るそうで、新規就農者を育成するシステム

が確立していました。日本では、なかなか

できないことだと感じました。 

 最後の視察先は、世界最大級のランジス

中央卸売市場に行き、パリ市内やフランス

だけではなく、世界各国からの農産物が取

引され、施設面積、取扱量や取引額のすべ

てにおいて世界最大で、敷地内には銀行や

病院もあり一つの町のようでした。出荷形

態は、品質と形状を重視しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農家民宿 
 

まとめ 
 初めてヨーロッパの広大な農場を視察で

き有意義な研修でした。研修を通して感じ

たことは、ヨーロッパの農業は、①自然環

境を大切にする、②生産者は消費者へ安全

な農産物を提供することを重要視している、

③消費者は価格より栽培方法を重視して農

産物を購入し、農業に関心を持っていると

いうことが解りました。農業をする環境の

違いがありますが、これからの日本農業も

少しでも自然環境を重視したヨーロッパ農

業に近づく努力は必要なのかも知れません。 
技術面ではその地域にあった農業スタイ

ルがあるように、欧米のような広い農地で

大型機械を使うのも一つのやり方なのかも

しれませんが、栽培技術や収益性において

は、ヨーロッパ農業と比べると日本の方が

上なのかもしれません。 
また、研修中に思ったことは、消費者の

意見も聞ける機会があればもっと良かった

かもしれません。 
最後に、この研修に参加できたことを誇

りに思い、支援してくださった関係機関の

皆様に支えられて無事終えたことに感謝い

たします。 
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海外派遣研修で感じたこと 
 
 

２班 深谷市 髙野 智秀  
 
 
 

最初に 
 私は２００９年４月に就農して２年目に

なります。今回の第３１回埼玉県農業青年

海外派遣研修の話があり、あまり意識せず、

あまり知らなかったヨーロッパの農業につ

いて勉強してきたいと思いました。 
実際に見て、聞いて、触って、少しでも

何か感じることができれば、自分にとって

大きな財産になると思い参加しました。 
今回の研修テーマとして「日本とヨーロ

ッパ各国の農業全般における違い」という

ことを中心に学んでこようと思いました。 
 
１ ドイツ 

 ドイツではＧＲＯＢＡＬＧＡＰ本部、Ｇ

ＡＰ導入農家、直売所併設農家、ライン川

流域ワイン生産会社、クラインガルテン

（市民農園）の５か所を視察しました。 

 

（１）グローバルギャップ 

ＧＲＯＢＡＬ ＧＡＰ本部では、設立か

ら現在までの状況や組織、将来展望につい

ての説明を受け、ヨーロッパでは「ＧＡＰ

認証」を取得することはとても大事なこと

だと感じました。本部の組織内部でも委員

会や監査、外部調査、自主検査などあらゆ

るポジションで厳しい管理体制をもってい

ることがわかりました。供給者側と生産者

側がお互いに対等な立場を維持し、情報の

透明化を図り、誰もが内容を知り意見を言

える関係がすばらしいと思いました。 
さらに、多岐にわたる支援も行っており、

小規模農家ガイドラインという形で主にア

フリカ諸国や日本へ支援者を派遣して、Ｇ

ＡＰシステムの指導等の活動も行っている

そうです。そこで重要なのは「地域ごとに

適した認証機関の設立」です。あまり認証

システムのハードルを上げても生産性やコ

ストの面から難しくなるだけなので、ＧＡ

Ｐ理念の最低限度の共通化＝各国内認定規

制基準システムと同等かそれ以下に抑える、

ある程度の許容範囲を持った基準を各地域

の設定に審査項目を付加や削除して各地域

に合わせたＧＡＰ基準を設定するというこ

とだそうです。 
現在でも、安全な農業環境の普及に貢献

しているＧＲＯＢＡＬＧＡＰですが、まだ

まだ進化している組織という印象があり将

来とても楽しみです。              
 
（２）クラインガルデン 
クラインガルテン（市民農園）では、１

つ１つの区画はそれぞれきちんと整備され、

多彩な花や野菜などが植えてありました。

その歴史は古く産業革命の時代の頃、当時

の労働者が健康的に生活できるように市民

農園を作り、家族が働きながら自給自足で

きるように設置したのが始まりだそうです。

視察中に何組かの人々に出会いましたが、

誰も皆明るく、笑顔で話しかけてくれてと

ても嬉しかったです。現在では余暇の一つ

として栽培を楽しむ制度ですが、きれいな

庭園に囲まれて人の心は優しく、豊かにも

なります。自分では、これが本来の目的な

のでは？と思わずにはいられませんでした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

元気いっぱいに咲いていました 
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２ スイス 
スイスでは、スーパーマーケットと有機

認証機関を視察しました。スイスは国が農

業を保護しているという話を聞き、国民の

意識に「環境のため・人のため・地球のた

め・未来のため」という考えが根付き、有

機に対する関心やニーズは非常に高いもの

があると感じました。今回視察した有機認

証機関（ビオ インスペクタ）は国内の８

０％以上もの有機品目を検査しているそう

です。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

機の基準で検査するそうです。 

スイス農業の現状は、農地面積は変わら

ないのですが、農家戸数は減少しているそ

うです。ということは一戸あたりの経営面

積が多くなっていることになります。なぜ

かというと有機品目の値段が安くなってい

るので、大規模面積で経営していないと生

活が成り立たないそうです。また、有機の

認定基準が厳しすぎると生産者が有機栽培

を継続できない現状もあるそうで、有機栽

培を維持するには努力が必要だと改めて感

じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
わかりやすい説明でした～ 

 
３ フランス 

フランスでは、農家民宿（グリーンツー

リズム）、稲作関連施設、稲作農家（会

社）、ランジス中央卸売市場、食品加工施

設併設農家を視察しました。 

フランスで印象に残ったのは、ランジス

中央卸売市場でした。とにかく広くて驚き

ました。市場内には、見たこともない多く

の野菜、果物、花がありました。 
私は、ランジス中央卸売市場の野菜と果

物の取扱量に注目しました。年間９０万ｔ

も取引きしているそうです。また、４０年

前から取扱量はほとんど変っておらず、価

格についても魚介類、野菜・果物部門は価

格の変動は大きいものの、１０％以内で推

移しているそうです。ということは、４０

年間ほぼ安定的に量を供給し価格を維持し

ていることになるので、とても驚きました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ランジス中央卸売市場 本当はもっと忙しい！ 

 
４ まとめ 
日本との違いは、農地が広いということ

です。大型機械もありました。有機に対す

る考え方も徹底していて、日本よりもはる

かに厳しく一般的でした。そして何より日

本よりも時間が「ゆっくり流れている」と

いう印象を強く受けました。 
また、忙しいスケジュールの中、観光地

や街並み、歴史や文化の一端にもふれるこ

とができました。それらは、それぞれの国

によって違いがあるものの、昔からの農業

の礎を築いてきたものだと思います。私は

それらを学ぶことも大切だと感じました。  
最後に関係機関の皆様、団役員の方々、

現地ガイドの方々、そしていつでも柔軟な

対応をしていただいて、すっかりたよって

しまった添乗員の小串さん！！皆々様に心

から厚く御礼を申し上げます。 
ありがとうございました。 
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ヨーロッパ研修を終えて 
 
 

２班 深谷市 堀口 貴志   
 
 
 

はじめに 
私の家では、ガーベラの鉢花を周年栽培

しています。テクノホルティ園芸専門学校

で２年間花き栽培や管理方法を学んだ後、

他の花き生産者で１年間研修し、この春就

農して３か月が経過しました。 
 日本の花き市場について学んでいくうち

に、海外の花き市場に興味を持ち始め、海

外ではどんな花に人気があるのかと考える

ようになってきました。 
 そこで、第３１回埼玉県農業青年派遣研

修の話を聞き、海外での花き消費者の考え

方や消費方法についての２点の課題を持ち、

今回の海外派遣に参加しました。 
 
１ ドイツ 
（１）グローバルＧＡＰ本部 
 ＧＡＰ（ギャップ）とは、食の安全性や

環境問題に対する消費者の不安を背景に、 

１９９７年に生産者が欧州小売業組合に品

質を保証するためにＥＵＲＥＰＧＡＰの基

準を作ったのが最初です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＧＬＯＢＡＬＧＡＰ本部ビル 
 

現在では、生産者から消費者に渡す際に

品質や環境を保証する世界基準として、①

食品の安全、②環境の保全、③労働者及び

動植物の健康、安全、福祉等を守るべき規

程で、主に「農業生産工程管理」と訳され、

日々の農場での管理の手順に関する取り決

めです。 

日本でも（２００７年８月にＧＬＯＢＡ

ＬＧＡＰの青果物のチェックリストに対す

るベンチマーキング・スキーム）ＪＧＡＰ

が発足され、現在９００軒を超える農場が

取得しており、取得数の多い県の順番は、

１位に北海道（２６）、続いて新潟 
（１９）、茨城（１３）です。認証される

のは、とても難しく取得を目指した農場の

６分の１しか認証されていないそうです。 
 
（２）クラインガルデン 
 クラインガルデンは、ドイツで２００年

の歴史を持つ、盛んな農地の賃借制度です。

主に野菜や果樹、草花が育てられ、ラウベ

とよばれる小さな小屋も併設されています。

私が行ったガーデンでは使用期間は無期限

で、人に迷惑や規則に違反すると契約が解

除され使用できなくなります。使う人は年

に６～１０時間の共同作業に従事しなけれ

ばならないという規則もあるそうです。契

約金額は年間６０ユーロに加え、保険金と

光熱水費を負担します。 
 このドイツのクラインガルデンは街の緑

化対策として環境の機能、身体に障害があ

る方にでも車椅子でも作業ができるように

工夫され福祉の機能も併せ持つことから、

日本でもガーデニングは流行していますが、

このドイツのシステムまでは進んでないと

思いました。 
現在、プランタ等で野菜苗を育てて食べ

るという方法が増えていますが、そこにガ

ーデニングが一緒になるとクラインガルデ

ンに近づいていくと思われます。このクラ

インガルデンは日本の未来のガーデニング

の姿なのかもしれないと思いました。 
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日本の未来のガーデニング？ 

 
２ フランス 
（１）グリーンツーリズム 
 グリーンツーリズムとは農山漁村地域に

おいて自然、文化、人々との交流を楽しむ

滞在型の余暇活動という意味で、農家民宿

も含まれます。 
 宿泊した農家は、大面積の農地を活用し

て栽培・加工・販売・宿泊の多角経営を行

っていました。２種類のラベンダーを栽培

し、ブーケにして出荷したり、エッセンシ

ャルオイルや石鹸等に加工して販売を行っ

ていました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

すべて農場！ 
 
（２）ランジス中央卸売市場 
 ランジス中央卸売市場は、パリの環状線

（高速道路）の南約６km に位置し、ヨー

ロッパ最大の卸売市場です。敷地面積は 

６００ha、倉庫だけでも４００ha もあり

ます。高層建築は管理棟があるだけで、外

観は倉庫のような建物が並んでいました。 

 この市場では、２００万ｔの食材、 

３,０００万本の切り花、２,０００万個の

鉢花などが集荷され、１,８００万人のヨ

ーロッパの消費者に供給されています。 

 卸売業者は５６２社、サービス業は５８

６社、そして生産者１,４７５人がこの市

場の会員となり、１２,０００人ものスタ

ッフが勤務しています。市場の４箇所の料

金所から、毎日２５,０００台もの車が出

入りしています。 

 フランスでは鉢花よりも切り花が主流で、

多くの花を見ることができました。 

このランジス中央卸売市場のテナント料

は５０万円だそうです。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

切り花メイン 
 

まとめ 
今回の研修を終えて、やはり日本には日

本のヨーロッパにはヨーロッパの手法があ

ることが解りました。日本は狭い農地なが

らも収穫量を確保していますが、ヨーロッ

パでは土地の性質や環境の違いからか、日

本より単位面積あたりの収穫量が日本より

少ないようでした。 
課題としていた花きに関しては、ヨーロ

ッパの人々は日本人に比べ、花を日常的に

飾る生活を送っていることから、興味や関

心を特に強く持っているように感じました。

クラインガルデンのような日本より一歩進

んだガーデニング、家々にあるプランタ等

を見ると住民が花との触れ合う機会が多い

ように思いました。花き生産者として日本

もヨーロッパの人々のように多くの人が花

に興味を持ってくれたら嬉しく思います。 
最後に、今回の研修に御支援いただきま

した関係機関の方々、本当にありがとうご

ざいました。今回の研修で若輩者の私を

色々な面で助けてくれた皆様方には心より

感謝申し上げます。 
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ヨーロッパ海外研修を終えて 
 
 

２班 寄居町 野澤 和廣  
 
 

  
はじめに 
 私は１年前から家業の植木の生産に携わ

っています。日本の植木業界でも最近は海

外の樹種が多く取り入れられ、ガーデニン

グの材料として関心が高まってきています。 
 私の家でも海外の品種を中心に生産及び

販売していることから、以前から外国の農

業の手法に関心がありました。 
今回の海外研修の参加について、これか

らの農業を担っていく者として農業先進国

であるヨーロッパの農業生産の形態や状況

を直接肌で感じ、見聞を広げる良い機会だ

と思い参加させていただきました。 
 
１ ドイツ 
（１）ＧＬＯＢＡＬ Ｇ.Ａ.Ｐ.本部視察 
 １９９７年に設立され、ＥＵ ＧＡＰを

共通化し、現在のＧＬＯＢＡＬ ＧＡＰと

なりました。出荷された農産物の検査が今

まで二回行われていたものを一度で済むよ

うし、生産者への負担軽減が図られていま

す。この検査基準を外国向けより、ＥＵ圏

内向けを同等もしくは、より厳しく設定す

ることで、信頼性を高めているそうです。 
食品の安全と安定供給、動物福祉、環境

保護、労働者の安全を農業生産工程管理に

盛り込み、その手法を世界で共有しようと

全世界で活動しています。会員には生産者

だけではなく、農薬会社などの農業関連企

業も加入しています。また、同じような経

営形態の農家が団体となり認定を取得して

いるところもあり、ここには内部監査を行

う仕組みもあるそうです。認定期間は１年

間だそうです。 
今回は、研修団員に稲や野菜を中心とし

た農家が多いということで有機栽培のこと

を中心に話を聞きました。 
有機栽培を行うには生産効率を考慮して、

品質の確保や持続生産が重要になってきま

すが、その手間や設備費などでコストが掛

かるため、どうしても化学肥料や農薬等を

使用した慣行農法で効率的に栽培された野

菜よりも価格が上がってしまいます。 
さらに、未だに欧州全体では消費者は有

機栽培された農産物に対して関心が低く、

食品を選ぶ時には安いものを買う傾向があ

り、実際のところ有機野菜のニーズが少な

いといった問題があります。特にドイツは

特にニーズが少なく消費者への有機野菜の

周知が今後の課題であるとことでした。 
 また、ＧＡＰでは各地域での環境の違い

や国柄、風習の違いがあることから、地域

に応じた基準の適合性チェックリストを設

けているそうです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組織は大きいのに有限会社！！ 
 
（２）直売所併設農家訪問 
 ここでは、野菜、ハーブ、小麦、カボチ

ャを栽培し、畜産業も営む農家でここでも

有機農業が行われていました。 
この農家では、有機農業を広める活動の

一つとして、休日に子供向けの農業体験を

実施し、将来就農を希望している大学生等

が栽培技術の研修をしつつこの農業体験を

手伝っているそうです。 
さらに、サマーフェスティバル等のイベ



 

- 41 - 

ントを開催し、農場で採れた野菜などを調

理して来場者に販売するそうです。ここで

調理する料理人は、予め雇用しているそう

で普段は農場で畑作業しているそうです。

このフェスティバルには、地域住民約３０

０人程度が訪れるそうです。このイベント

での収益が結構大きいと言っていましたが、

約２０ha の農園だと有機食品だけで生活

していくには厳しいとも言っていました。 
 
（３）クラインガルデン 
 小さな庭がいくつかに区分けされていま

す。賃貸方式なので、毎月土地の料金を支

払います。余暇にガーデニングを楽しみ、

そこに住んでいる人もいます。 
区分けされた庭は、所有者が亡くなって

もその子に利用権が相続することはなく、

申し込みのある順番に所有者が変更される

そうです。ここで栽培した野菜などは販売

してはいけないという規則になっています。 
 クラインガルデンには、多くの人が個々

の趣味や嗜好で造った庭があり、海外で初

めて見る植物や全く違った地域で生息する

植物を見るだけでなく、その植物を取り入

れた庭造りまで見られたのでとても参考に

なりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

キレイな庭でひと休み 
 
２ フランス 
 中央卸売市場（Ｒｕｎｇｉｓ） 
 Ｒｕｎｇｉｓは、敷地面積や農産物等の

取扱量ともに世界一の卸売市場です。市場

面積は２３２ha と倉庫面積は４００ha あ

るそうです。 

 野菜や果物はトラックの分量で売られ、

花は、切り花が３,０００万本、鉢花は 

２,０００万鉢も扱っているそうです。 

世界の各地域の農産物が航空便で毎日送ら

れてくるので、シーズン外の野菜、果物、

花がいつでもあるそうです。そして毎日約

２万人のバイヤーが来場するそうです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

意外にきれいに陳列されていました 
 
まとめ 
 今回の海外研修を通じて、やはり直接肌

で触れ体験してみると、想像していたヨー

ロッパ農業とは違いとても良い刺激になり

ました。 
 この研修で学び経験したことは、今すぐ

でなくても、必ず私が農業経営を行ってい

く上で必ず参考になってくると思います。 
そして、この海外研修を支援して下さっ

た関係機関の皆様、団役員の方々に改めて

感謝申し上げます。 
最後に、研修生の皆さん、１０日＋１日

の間、一緒に貴重な経験ができてとても嬉

しかったです。研修中にもいろいろとアド

バイスを頂き有難うございました。これか

らも農業を担っていく者として、今後とも

宜しくお願いします。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みんなサイコーでした！☆ 
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ヨーロッパ研修を終えて 
 
 

１班 加須市 田島 充  
 
 
 

はじめに 
 私は就農して今年で５年目になります。

私の家ではキュウリを中心にトマトと水稲

を栽培しています。今回の研修で、ヨーロ

ッパの農業形態や各国の農業者や農家等の

農業に対する考え方などを学ぶとともに知

識や技術を深め、今後の農業経営に活かし

ていきたいと思い参加しました。 
 
１ ドイツ 
（１）グローバルＧＡＰ本部とＧＡＰ導入

農家視察 
ＧＡＰ（農業生産工程管理）とは、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たてて、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。 
グローバルＧＡＰ本部では、消費者へ

安心で安全な農産物を提供するため、苗

木から生産に至るまでの管理や検査を行

っていました。このような徹底した管理

を行うことで、より消費者ニーズにあっ

た作物ができていくのだと改めて実感し、

今後は、自宅の作業や栽培方法を記録す

るとともに、作業工程の見直しや改善に

努めていきたいと思いました。 

ＧＡＰ導入農家視察では、収穫物の仕分

け作業や直売を見学することができました。

ドイツでは災害等の被害が少なく、天候が

比較的安定しているため、収穫量が確保さ

れ、作物価格が比較的安定しているそうで

す。直売所では、農場で栽培した新鮮な野

菜を消費者に直売することで、消費者は安

心して農産物を食べることができ、生産者

と消費者の間に信頼関係が築けていること

分かりました。 
 
 

（２）直売所併設農家 
 直売所併設農家では、有機野菜の生産に

加え、畜産にも取り組んでいました。収穫

した有機野菜は、専門店へ出荷したり、敷

地内で直売しているそうです。この時期で

は、サマーフェスティバル等のイベントを

開催し、農場で栽培した採れたて野菜を調

理し、地元の方々へ食べてもらっているそ

うです。さらに地域の教育者、子供や一般

市民に食農教育を実践しているとのことで

した。こうした活動の結果、顧客を確保し、

消費者は何度も農産物を買いに足を運んで

くれるそうです。 
 
（３）ワイン農家 
 私の中ではドイツと言えばビールのイメ

ージでしたが、ドイツ各地にワインの生産

地があるそうです。特にライン川流域では

良質なワインができるそうです。ライン川

は底が浅いため水温が高く、寒い冬でも温

かい水でブドウの木を守ってくれるそうで

す。この地域の気候の特徴に合わせ、数々

の工夫をしながらブドウ栽培を行っている

ことから、美味しいワインができているの

だと学びました。 

 
ワイン農家からの風景 

２ スイス 
（１）有機認証機関（ビオインスペクタ） 

有機野菜とは、有機肥料を使用した野菜、

つまり生物由来の自然肥料を使った野菜を
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指します。日本の消費者も健康に配慮し、

有機野菜を好んで購入しています。今回、

有機認証機関を見学し、有機農産物となる

基準や分類などについて学ぶことができま

した。近年、有機栽培を継続することが厳

しく、有機栽培をやめてしまう農家も多く

なっているそうです。しかし、スイス国民

は農業に対する関心が高いため、有機農業

製品の消費率が高いと知りました。他国で

も食品の安全に対する認識が強いことを実

感し、改めて安全な農産物の重要性につい

て考えることができました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

スイスの牛さん・・・こんにちは 

 
３ フランス 
（１）ランジス中央卸売市場視察 
 ランジス中央卸売市場は青果物や肉の市

場として敷地面積と取扱量も世界一の市場

です。この市場では、世界各国のビジネス

で使用する様々な食品を取り扱い、世界の

食文化の重要な役割を担っていることを学

び、フランスの食料自給率の高さを実感し

ました。また、農産物の梱包や出荷形態が

とても綺麗で驚きました。消費者が、「美

味しそう、新鮮だ、これを買いたい」と思

えるように工夫して販売を行うことも農家

には必要なことだと思いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

これ・・・トマト？！ 

まとめ 
 今回の研修を通して、今までの自分の家

の農業について振り返り、今後の自身の課

題について考えることができました。今ま

では、環境について深く考えることもなく、

ただ必死に美味しい野菜ができるようにと

毎日仕事をしているだけでした。 
ヨーロッパの農家は、環境に配慮した栽

培を行ない、減農薬で作物を栽培し、安心

で安全な農産物を消費者へ提供できるよう

にと常に意識していました。現在、日本で

も毎日のように「食の安全」についてニュ

ース等で話題となっています。また、スー

パー等では、生産者の顔などを掲載して販

売している農産物も多く見られるようにな

り、さらなる徹底した安全管理や情報の公

開が必要となると思われます。今後は、我

が家でも減農薬を実施し、安心で安全な農

産物を地域の人達に食べてもらえるよう努

力していきたいです。 
さらに、今回の研修では、地域の方々と

の交流を持つことの素晴らしさを改めて学

びました。私の家では栽培だけではなく、

採れたて野菜の直売と新規就農を目指す者

の研修を行っています。これからは、買い

に来てくれる方々や研修生との関係を大切

にしていきたいと思います。そして、野菜

を食べてくれた方の「美味しい！」という

笑顔が見られるように頑張ります。 
 最後に、今回の研修を支援してくださっ

た関係機関の皆様、団役員や研修生の方々

に感謝申し上げます。 
ありがとうございました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また会おうね！ 
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GLOBAL COMMUNICATION 
 
 

1 班 白岡町 中村 孝  

 
 
 

はじめに 
 私は、２００６年６月に就農して今年で

５年目を迎えました。 
私の家では梨を１.７ha 栽培し、すべて

直売しています。仕事も徐々に慣れてきた

ところで、第３１回埼玉県農業青年海外派

遣研修の話を聞き、ヨーロッパの直売方式

やアルバイトやパート等の労働者の雇用方

法等の経営手法を知る良い機会だと思い参

加しました。 
今回の研修で自分の考え方や知識等様々

な面において新たな可能性を発見できたら

良いと思いました。 
 
１ ドイツ 
（１）デュッセルドルフ 
 成田空港から出発し、研修最初の国ドイ

ツのデュッセルドルフ空港へ到着前、飛行

機の窓から外を覗くと、そこには大面積の

農地が広がっていました。 
ドイツの国土面積の約５０％が農地面積

だと知って驚きました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
デュッセルドルフ上空からの景色 

 
（２）ＧＬＯＢＡＬ ＧＡＰ 
 ＧＡＰは、Ｇｏｏｄ Ａｇｒｉｃｕｌｔ-
ｕｒｅ Ｐｒａｃｔｉｃｅの略で１９９７

年に設立されました。 
日本ではＪＧＡＰとして浸透し、生産者

の栽培や管理における消費者の疑問を解消

し、私達の食生活の安全性と生産者の信用

を高めてくれています。 
このような機関に認定を受けることで、

生産から出荷まで安全に作業を行ったとい

う保証が付き、その農産物の価値が高まり

市場や販売先等で有利な取引が可能になる

ことがわかりました。 
ただし、容易にＧＡＰの認証を取得でき

るわけでもなく、認定機関が定めたいくつ

もの厳しい基準項目に合格する必要があり

ますが、この認証を取得し、ＧＡＰ導入農

家になれれば、それだけで安全性とクオリ

ティが高い商品ということが保証され、消

費者へＰＲでき、今後の販売の幅がさらに

広がるので、収益アップの手法の一つとし

て、私の家でもこの制度の活用と可能性を

検討したいと思います。 
 
（３）クラインガルデン 
 この施設は、都市の緑化対策と住民や労

働者の福祉の一環として、４００㎡未満を

一区画とし、６５区画を市民に貸し出して

いました。主な利用者は小さい子供がいる

夫婦や仕事を定年退職した老夫婦などが多

いようです。 
なぜこの施設を利用しているか聞いてみ

たところ、「休日や余暇などを緑に囲まれ

て過ごしたい」や「自分で農作物を育てそ

れを食べたい」の理由が多くありました。 
その一区画の利用料金は、年間６０ユー

ロ＋建物（小屋）の保険料＋光熱水費と安

く、第２の庭という感覚で利用しているよ

うです。市街地にこのような施設があるこ

とは、環境にも良く利用者や市民からの評

判も良いようです。 
日本でも市民農園など一般市民向けに区

画別に分けた畑を見ますが、規模の大きさ

の違いに驚きました。こちらの市民農園で
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も子供が楽しそうに庭で遊ぶ姿が見受けら

れました。幼い頃から土に触れて遊ぶ、昔

では当たり前のことかもしれませんがこの

ような些細なことが農業をやりたいと思う

第一歩なのかもしれません。 
日本の農家では後継者不足という問題が

ありますが、このような農業や自然環境を

体験できる施設が増え、幼い頃から農業に

興味を持てる環境を整えることによって、

いずれ新規就農する若者を増やす足がかり

になると思いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市民農園の風景 
 

２ フランス 
（１）農家民宿 
 農家でありながら、地元の人や海外等か

らの視察の受入れを行うとともに、自宅で

食事や宿泊を提供できる施設も完備してい

ました。 
この農家の耕作総面積は３５０ha、うち

牧草地が１５０ha、麦１５ha、ラベンダー

２０ha、残りの農地にラバンディンを栽培

しているそうです。この地域の土地は、石

灰石が多く野菜栽培には適さない土地のた

め、このような品種が適しているとのこと

でした。ラベンダーの大半はブーケとして、

残りはアロマオイル等に加工して出荷され

ます。ラベンダーオイルについては、ほと

んどが海外に出荷されています。 
栽培の中心がラベンダーとラバンディン

で、ラベンダーは種子を持たないので挿し

木で増殖しなければならないこと、ブーケ

用に使用するラベンダーは花色が混ざらな

いように列毎に区別して定植するなど手間

のかかることも多いようです。 
このような苦労を重ねるからこそ、「来

ていただいたお客様に満足してもらえる」

と言っていました。どんなに辛くてもお客

様の笑顔のためにという言葉は、物を作っ

たり、接客を行ううえで最も大切なことだ

と思います。梨の直売をしている自分にと

っても、良い経験になりました。 
 
まとめ 
 この研修を通じて思ったことは、ヨーロ

ッパの農家は大面積をこなしているという

ことです。大きい農家だと一軒あたり２０

０～３００ha の面積を耕作しています。私

の住んでいる地域では考えられない面積で

す。稲作では、１ha あたりの収入が日本の

約１０分の１程度なので、多くの面積を耕

作することで量を確保したり、有機栽培等

により付加価値を付けて販売するなど、所

得確保のために多くの努力をしていること

がわかりました。 
さらに、日本では考えられないほど巨大

な機械が必要になるので、投資金額を聞い

ただけでも驚きましたが、農家が集まり大

きな組織を結成し、資金を出し合い、効率

よく機械を買うなど営農組織の団結力の強

さも感じ取れました。自分では考えもしな

かったので、とても刺激になりましたが、

今の自分ではこの面積をこなすことはでき

ません。この研修に参加して、その土地に

合ったワーキングスタイルがあることが解

っただけでも、この研修に行った意義が合

ったと思います。 
最後に、この研修に御支援いただきまし

た春日部農林振興センターを始め関係機関

の皆様に御礼申し上げます。 
団役員の方々、研修生のみんな、１１日

間どうもありがとうございました。 
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