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は じ め に 

 

     

公益社団法人埼玉県農林公社 

                   理事長    前 田    敏 之 

 

 本県は、大都市圏にありながら、県北地域を中心に肥沃な農地を有する農業県でもあります。

農業産出額が全国第４位の花き、第６位の野菜を始め、米、麦、畜産、果実など多彩な農産物が

生産されています。さらに、都市と産地、消費者と生産者が隣り合う優位性を生かして、多様な

ルートで販売されています。 

当公社では埼玉県農林業の発展に資するため、県や関係団体の御指導、御協力をいただきなが

ら、青年農業者の育成をはじめ、農地の利用促進、農業基盤の整備、森林の整備など多岐にわた

る事業に取り組んでいます。本県農業を一層発展させるには、経営感覚に優れ、チャレンジ精神

旺盛な青年農業者を育成することが大変重要です。そこで、青年農業者に海外における先進的な

農業経営や環境保全型農業などに直接触れてもらうことにより、新しい発想を身につけ、地域農

業の力強い担い手になっていただけるよう、農業青年海外派遣研修を実施しています。 

 ３５回目となる今回の研修では、研修団役員３名と市町長から推薦をいただいた１２名の研修

生をイタリア、フランスの２か国に派遣いたしました。イタリアでは卸売市場、６次産業化に取

り組む米農家及びワイナリー、欧州原産野菜を栽培している大規模農家、スーパーマーケット、

ヨーロッパ産ＤＯＰ認証農家を、フランスではグリーンツーリズム施設の見学と民泊に加え、地

元生産農家との交流、ＡＭＡＰ取組農家、日本茶販売店などを訪問し、生産・加工・流通販売と

幅広く研修ができるよう配慮いたしました。 

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、日本の農業との違いを肌で感じ

るなど、国内では得られない貴重な体験をされたと思います。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ったのではないでしょうか。研修生の皆さんのこれからの御活

躍を心から期待いたします。 

結びに、研修の実施に当たり、御指導・御協力を賜りました埼玉県を始め、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１日 

(火) 

（１日目） 

さいたま新都心駅 

成田空港 

（第2ﾀｰﾐﾅﾙ） 

ヘルシンキ空港（経由） 

ミラノ空港 

（ミラノ空港近郊） 

 各自  

専用バス

JL413 

AY795 

専用バス

集合後、バスにて成田空港へ 

到着後、搭乗・出国手続 

空路にて、ヘルシンキへ 

到着後、乗り継ぎミラノへ 

朝：× 

 昼：機内

  夕：◯ 

 

７月２日 

(水) 

（２日目） 

ミラノ 

メーデ 

ミラノ近郊 

ミラノ空港近郊 

専用バス

 

①卸売市場視察 

②６次産業化取組農家視察 

③スーパーマーケット視察 

朝：◯ 

昼：◯ 

夕：◯ 

７月３日 

(木) 

（３日目） 

ミラノ空港近郊 

パルマ 

ボローニャ 

専用バス

 

④有機ワイナリー視察 

⑤欧州原産野菜農家視察 

終了後、ボローニャへ 

朝：◯ 

昼：◯ 

夕：◯ 

７月４日 

(金) 

（４日目） 

ボローニャ 

モデナ 

ジェノバ 

専用バス

 

 

 

⑥ヨーロッパ産ＤＯＰ視察 

終了後、ジェノバへ 

   朝：◯ 

昼：◯ 

夕：◯ 

７月５日 

(土) 

（５日目） 

ジェノバ 

モナコ 

 

ニース 

専用バス  

（モナコ大聖堂） 

（エズ展望台） 

（シャガール美術館） 

朝：◯ 

昼：◯ 

夕：◯ 

７月６日 

(日) 

（６日目） 

ニース 

アルル 

 

アヴィニオン郊外 

 

 

専用バス

 

バスにてアルルへ 

（ゴッホのはね橋見学、古代劇場見学 

円形闘技場見学） 

（ポンデュガール水道橋見学） 

⑦グリーンツーリズム施設視察 

地元農業者との交流、農家民泊 

朝：◯ 

昼：○ 

夕：◯ 

７月７日 

(月) 

（７日目） 

アヴィニオン郊外 

アヴィニオン駅 

パリ駅 

パリ 

パリ郊外 

専用バス

TGV6106 

専用バス

バスにて駅へ 

特急列車にて、パリへ 

 

⑧寿月堂パリ店視察 

⑨ＡＭＡＰ取組農家視察 

朝：◯ 

昼：○ 

夕：○ 

 

研 修 日 程 
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【航空会社】 JL：日本航空   

 

 

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８日 

(火) 

（８日目） 

パリ 専用バス

 

 

JL046 

⑩自由テーマ研修 

（ヴェルサイユ宮殿見学） 

バスにて、空港へ 

搭乗手続き後、空路にて羽田へ 

朝：◯ 

昼：× 

夕：機内 

７月９日 

(水) 

（９日目） 

羽田空港 

（国際ﾀｰﾐﾅﾙ） 

さいたま新都心駅 

専用バス

 

 

到着後、入国手続き等 

送迎バスにて、さいたま新都心駅へ 

到着後、解散 

朝：- 

 昼：機内

 夕：× 
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第３５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 山永
やまなが

 高男
た か お

 埼玉県農林部副部長 

副 団 長 丸山
まるやま

 賢司
け ん じ

  
埼玉県信用農業協同組合連合会 

代表理事専務 

事務局長 荻野
お ぎ の

 正博
まさひろ

 
公益社団法人埼玉県農林公社 

種苗センター 流通担当課長 

 

 

２ 研 修 生 

No. 氏
し

  名
めい

 性別 市町村 経営の概況 

1 大澤
おおさわ

 滉平
こうへい

 男 川越市 
コカブ、ホウレンソウ、エダマメ、

トウモロコシ、ブロッコリー 

2 木下
きのした

 芳直
よしなお

 男 所沢市 ホウレンソウ、エダマメ、コマツナ

3 髙田
た か だ

 隆由起
た か ゆ き

 男 鶴ヶ島市 
米麦、大豆、サトイモ、カボチャ 

栗 

4 横山
よこやま

 桂子
け い こ

 女 狭山市 ダイコン、ホウレンソウ 

5 吉田
よ し だ

 明宏
あきひろ

 男 所沢市 ニンジン、サトイモ、ホウレンソウ

6 造田
ぞ う た

 洸
ひかる

 男 上里町 
長ネギ、キャベツ、ハクサイ、 

レタス 

7 宮澤
みやざわ

 将生
ま さ き

 男 上里町 
長ネギ、キャベツ、ハクサイ、 

レタス 

8  小暮
こ ぐ れ

 恵里
え り

 女 深谷市 
ミニトマト、コマツナ、ネギ 

エダマメ、ブロッコリー 

9 田村
た む ら

 泉
いずみ

 女 加須市 バラ、米麦 

10  川端
かわばた

 夕子
ゆ う こ

 女 吉川市 バジル、ブロッコリー、レタス 

11 篠田
し の だ

 和宏
かずひろ

 男 三郷市 水稲、エダマメ、コナツナ 

12 島田
し ま だ

 悟史
さ と し

 男 三郷市 水稲、エダマメ、コマツナ 

 



 

 
 
 

６次産

有機ワ

ヨーロ

グリー

産直提

大ミラ

欧州原

スーパ

寿月堂

 
 

     

産業化取

ワイナリ

ロッパ産

ーンツー

提携取組

ラノ圏食

原産野菜

パーマー

堂   

団

副

事

川

所

鶴

狭

所

上

上

深

加

吉

三

三
 
日

     

取組農家

リー  

産ＤＯＰ

ーリズム

組農家 

食品青果

菜   

ーケット

   

団長  

副団長 

事務局長

川越市 

所沢市 

鶴ヶ島市

狭山市 

所沢市 

上里町 

上里町 

深谷市 

加須市 

吉川市 

三郷市 

三郷市 

日々のス
  フリー

家   横

   大

   宮

   川

   木

果市場 髙

   造

   田

   横

  山永

  丸山

長  荻野

  大澤

  木下

市  髙田

  横山

  吉田

  造田

  宮澤

  小暮

  田村

  川端

  篠田

  島田

ナップ
タイムのひ

視察

レ
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横山 桂

大澤 滉

宮澤 将

川端 夕

木下 芳

髙田 隆

造田 洸

田村 泉

横山 桂
 

永 高男

山 賢司

野 正博

澤 滉平

下 芳直

田 隆由

山 桂子

田 明宏

田 洸・

澤 将生

暮 恵里

村 泉・

端 夕子

田 和宏

田 悟史

・・・・
とこまを研修

察先報

レポー

桂子 島

滉平・・

将生 小

夕子 吉

芳直 篠

隆由起・

洸・・・

泉・・・

桂子 島

男・・・

司・・・

博・・・

平・・・

直・・・

由起・・

子・・・

宏・・・

・・・

生・・・

里・・・

・・・

子・・・

宏・・・

史・・・

・・・
修生が撮影し

報告 

ート 

田 悟史

・・・

暮 恵里

田 明宏

田 和宏

・・・

・・・

・・・

田 悟史

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・
したものです

史・・ 

・・・ 

里・・ 

宏・・ 

宏・・１

・・・１

・・・１

・・・１

史・・１

・・・１

・・・１

・・・２

・・・２

・・・２

・・・２

・・・２

・・・３

・・・３

・・・３

・・・３

・・・３

・・・４

・・・４

・・・４

・・・４
す。 

２ 
４ 
６ 
８ 

１０ 
１２ 
１３ 
１４ 
１５ 

１６ 
１８ 
２０ 
２２ 
２４ 
２６ 
２８ 
３０ 
３２ 
３４ 
３６ 
３８ 
４０ 
４２ 
４４ 

４６ 
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稲の種子 

６次産業化取組農家          発表者 横山桂子・島田悟史  
 

この６次産業化取組農家の経営者は元

伯爵のカールさんで、今回カールさん本

人からお話を伺いました。 
この会社は農家企業を起こしており、

会社は２社扱いになっていますが、地主

はカールさん１軒で、家族内での名義分

けになっているため、実質的に１社とな

っています。 
 水田の総面積は３５０㏊あり、７０枚

に構成されています。土壌は窒素・リン

酸・カリウムが豊富で米栽培に適してい

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ２社のうち１社は１００％有機栽培で

行っており、もう１社は９０％が有機栽

培で、残りの１０％は土づくりの段階で

除草剤を散布しています。有機栽培で行

う方が市場の価値が上がるため、１０年

前から有機栽培を行っています。  
 この会社では、

３００年前からあ

る品種の、カルナ

ローリとオリジナ

リオの２種類を栽

培しています。カ

ルナローリはリゾ

ット用で、オリジナリオは日本のお米に

近いですが、日本のように主食ではなく、

米入りスープや野菜の付け合わせ、米の

ポン菓子、米粉等の加工用に使われます。 
種まきは４月に行い、収穫は９月から

１０月に行われます。 
 種蒔きの方法は２通りあり、１つ目は

乾いた土地に直接種蒔きをし、苗になっ

てから水を入れる方法です。２つ目は水

を張った土地にジェット噴射で直接蒔き

散らす方法です。日本とはまったく違う

蒔き方です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
種は９０％が自社で収穫した米を使用

しており、残りの１０％は他社の物を使

用します。 

 肥料は自然の堆肥のみ使用し、化学肥

料や農薬は使っていません。堆肥は、１

㏊あたり６ｔ使用し、全体で３５０㏊あ

るので２，１００ｔ使用します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ５０ｔサイロが２つあ

り、収穫された籾はそこ

に貯蔵され、５０ｔにな

った時点で乾燥機に入れ、

乾燥機は藁と籾を選別し、

１３％まで乾燥度を落と

します。その後トラック

で運び、施設の下へ落と

し、チューブ管を通って

隣の棟へ米を移動させ、籾取り・精米を

行っていきます。 
籾殻を外してから小石を弾き出し、精

米した後選別をしていきます。選別には

６段階あり、光ファイバー機に通し、黒

米等の色選別をして、４段階の網目の違

う機械で振るいにかけ、砕けた米を選別

播種機 管理用トラクター 

広大な農地 

収穫機 

乾燥サイロ 
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糠を貯める袋 

し、再度白い米と色の付いた米を選別し、

最後に金属探知機にかけ鉄等を取り除き

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
    

弾き出されたお米は、家畜の飼料に利

用されます。 
 また、この会社では他の農家の精米も

行っています。 
不要になった籾殻は外にある巨大なタ

ンクに直接蓄積されていきます。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

貯められた籾殻はこれまで発電先に販

売していましたが、今後は自社で燃やす

ことによって温水を作り、そこから発電

させる設備を導入する予定です。発電事

業の投資は１５０万ユーロで、日本円で

２億１，０００万円となります。同じよ

うに不要な藁も、

藁からガスオイル

を取り、燃やすこ

とによって米の乾

燥に利用する取組

も予定しています。 
 このように徹底

的に効率を考え、

さらに環境にやさ

しい米作りを目指

しています。 
糠を貯める大きな袋も作業場に面して

設置されていて、糠は直接袋に蓄積され

ていきます。その糠は家畜の飼料として

販売しています。 
これらの行程を経て、作業場内で最終

的な袋づめ作業が行われます。作業員の

上部から管が下がっており、そこからお

米が排出されます。袋の封をするのも機

械で行います。封をしたものはすぐ横に

ベルトコンベアがあり、袋づめされた米

を積み上げる担当者の所へ運びます。そ

の後パレットへ積み上げていき、フォー

クリフトで効率よく運搬されていきます。 
 

 
 
 
 
 
 
現在、床面積１，２００㎡、常時１

４℃以下に冷やす米貯蔵用の新たな冷蔵

庫を建設中で、建設費用は６５万ユーロ、

日本円で９，１００万円です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

これらがこの６次産業化取組農家の一

連の流れですが、この作業をオーナー指

示の下、専門知識のない７人で管理して

います。 
なお、販売価格

はリゾット用とし

て１㎏２ユーロ、

日本でいう３０㎏

８，４００円です。 

 この米農家の施

設ではありません 

が、約２０分離れたグリーンツーリズム

も兼ねている施設で、この米農家が作っ

ている米と同じ品種の米を使ったチーズ

リゾットが食べられます。食感は硬いの

ですが、芯が残っている硬さではなく、

全体的に弾力のある感じです。 

不要籾殻蓄積タンク 

光ファイバー機 粗選機 

米の移動 袋の封をする機械 

未完成の貯蔵庫 

リゾット 
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ブドウの木 

有機ワイナリー               発表者 大澤滉平  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

この農場を経営しているセザリさんは、

もともと非農家出身で、大学の友達と論

文を書くためにこの地に入り込んだのが

きっかけで農家となりました。今ではブ

ドウの栽培からワイン製造、ボトル入れ、

出荷までのサイクルをほぼ１人で行って

います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 土地の面積は全部で１２㏊あり、４．

５㏊は慣行農法で栽培しています。有機

農法として認められるためには、最低３

年間有機栽培を行わなければならず、さ

らにその前に慣行農法を行わなければい

けないこともあり、４．５㏊を慣行栽培

しています。土地は全てがまとまってい

るのではなく、点在しています。これは

雹などが降った時に被害を最小限に抑え

るためです。 
ブドウの木の

寿命は３０年と

されていて、そ

のサイクルで栽

培を行っていま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

病気については、ベト病やうどんこ病

にかかりやすく、有機栽培を行っている

ため農薬は使えないので、銅を使用して

防除します。銅を機械で散布するので実

にも銅がかかってしまいます。銅を実に

浸透させないようにするのが重要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

また、オイディオ病という葉が赤くな

ってしまう菌の病気にもかかりやすく、

硫黄を粉状にしたものを噴射して防除し

ます。目や口に入ると炎症を起こすので、

メガネやマスクを付けて散布します。 
除草については、除草剤は使えないの

で機械で耕しながら行います。 
害虫に対しては粘着性のある黄色いシ

ートに雌のフェロモンを付けて虫をおび

き寄せ、シートに付いた虫の種類や量を

毎日確認して、防除などの対処方法を決

めていきます。畝間に出てきてしまった

枝は、機械を使って切り落とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営者のセザリさん 

うどんこ病 

広大な圃場 

オイディオ病 

粘着性シート 

枝切り機械 
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この農場で作られたワインは、併設さ

れた直売所で販売をしています。 
 
 
 
 
 
 
 
コルクを詰める機械もあり、コルクに

も自然なものを使用していて、気を遣っ

ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
赤ワインはブドウの実、皮、種の全て

を使います。ワインを作るタンクに入れ

て約７時間経つと皮が浮いてくるので、

それを取り除きます。その後二酸化炭素

が発生してくるので、注意しながら管理

をしていきます。７日から８日でブドウ

エキスからワインになります。タンクの

下からワインを抜いて、上から掛けると

いう作業を行い、循環させることにより

発酵が進み、美味しいワインができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さらに７日から８日同じ作業を繰り返

し、混ぜ換えを行います。その間にも皮

を取り除いていきます。取り除いた皮は

蒸留酒を作るために使います。１５日く

らい経つと中の酵母により皮が沈殿し、

１０㎝くらいの層ができます。その層を

取り除いて上澄みの部分だけを使ってい

きます。この取り除く作業を最低３回行

い、ブドウからワインになるまで、約２

か月かかります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
白ワインの場合は、皮を全部外してブ

ドウの実だけを使用します。タンクの中

は２０℃以上を超えてはいけないので、

作業場自体が冷蔵庫になっているところ

にタンクを保管してあります。発酵後は

できるだけ空気に触れないようにボトル

入れの作業も慎重に行います。 
スパークリングワインの場合は、作る

時期は寒すぎても良くないので、５月や

６月の涼しい時期に作ります。ボトル詰

めの作業は毎日行っていて、ボトル詰め

した後は美味しいワインになるように、

最低６か月間熟成させます。最近は質の

良いコルクがなく、今ではスーパーで売

っているワインはプラスチックのコルク

が多いなか、この農場ではコルクの木を

プレスしたものを使用しています。コル

クの木が病気になっていると、コルク臭

さが出てしまうので、そのようなことが

ない所から仕入れています。本物の有機

農法は、コルクにまでこだわっています。 

併設された直売所 

コルク詰め機 

皮取り機(赤用) 皮取り機(白用) 

循環用タンク 

発酵用タンク 

完成ワイン 
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ヨーロッパ産ＤＯＰ 

ヨーロッパ産ＤＯＰ        発表者  宮澤将生 小暮恵里  

 
ＤＯＰとは、イタリアにおける原産地

名称保護制度のことで、シャンパンやチ

ーズなどの伝統的食材に対し、品質管理

と産地保護のために地域を指定した上で、

基準を満たすものにのみ特定原産地の名

称を付けて販売することを許可する制度

です。 

 

 

 

 

 

 
視察をしたマルピーギ家は、１８５０

年創業で現在５代目です。モデナＤＯＰ

の組合の中で も古い歴史を持つ大手で

す。バルサミコのために有機栽培してい

るブドウの畑を４０㏊所有しています。 

今回視察したヨ

ーロッパ産ＤＯＰ

はバルサミコ酢で

す。バルサミコ酢

は果実酢の一種で、

原料がブドウの濃

縮果汁であること

と、長期にわたる

樽熟成が特徴です。 

ＤＯＰに認められるために必要な条件

は、モデナ市の半径３０㎞以内で製造す

ること、バルサミコ酢を製造するために

はモデナのブドウを使うこと、添加物等

を入れずにブドウ液のみを使って作るこ

と、樽の中で 低でも１２年間熟成させ

なくてはいけないこと等があります。組

合が用意しているボトルがあり、それら

で統一されてい

て、ラベルには

生産者名が入っ

ています。クリ

ーム色は１２年

もののラベル、

金色は２５年も

ののラベルです。 

バルサミコ酢作りで重要である木樽は、

上の部分が空いていて常に空気に触れて

いる状態です。埃や虫に触れないように

布を被せています。この布は１週間に１

度洗い、その時は蓋をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、木樽は洗わずに変えません。古

いもので１５４年ものの樽もあります。

古い樽は壊さずに、周りに新しい樽をカ

バーします。１つのシリーズをバッテリ

ーと呼び、１つ１つの木の種類が違いま

す。マルピーギ家では栗・桜・クワ・ム

ロ・オオクの５種類が１バッテリーで、

マルピーギ家では５種類ないと香りが足

らないとされています。 

  

 

 

 

 

 

 

バルサミコ酢の作り方としては、収穫

したブドウをすぐにブドウ液にし、木樽

に移し替えられ、その樽は毎年移動しま

す。夏の気温上昇による蒸発で約１０％

減り、濃度が濃くなります。２５年熟成

の場合、１３０㎏のブドウ液が１／１０

０以下の０．５㎏弱になり、製品として

は５本分くらいにしかなりません。この

木樽の種類と移し替えは、それぞれの生

産者農家で代々受け継がれた伝統の製法

によって行われ、トラディショナル・バ

ルサミコの味が競われます。 

マルピーギ家 

統一されたボトル 

貯蔵の木樽 

５種類の木でできた木樽 
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できあがったバルサミコ酢は４代目が

試飲して出荷するかを決めます。抽出す

る季節は関係なく、小さい樽からステン

レスの容器に移し替えて協同組合に持っ

て行き、チェックを受けます。そこで認

められた場合のみ、ボトル詰めが可能に

なります。マルピーギ家では２５年産と

２７年産をブレンドするなど、ボトル１

つ１つの味は違います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様々な種類のバルサミコ酢のテイステ

ィングをしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

         サラダやフルーツ

に使用。レモンの

ような香り。 
 

 

 
          

         琥珀色。甘みがあ

り、魚やサラダに

使用。 

 

 

 

 
          
           トラディショナル

に近い。サラダ、

モッツァレラ、パ

ンに使用。 
 
           

          肉、パスタ、リゾ

ット、オムレツな

どの卵料理に使用。 
 
 
         

         チーズ、バニラ、

イチゴ、サクラン

ボ、フルーツポン

チに使用。 

 
          
          

肉、チーズに使用。 

 

 

 

 
          

         シチリア産のオレ

ンジを使用。リゾ

ット、オムレツな

どに使用。 

 
          

    リゾット、オムレ

ツなどに使用。 

 

 
          

          
          

お菓子、フルーツ

に使用。 

 

 

 
          

         お菓子、フルーツ

に使用。 

様々な種類のバルサミコ酢 

バルサミコ酢をテイスティング中 

白ブドウ 熟成８年 

赤・白ブレンド  

熟成６年 

ＤＯＰ １２年 

ＤＯＰ ２５年 

フルーツのフジリンゴ 

オレンジ 

サフラン 

バニラ 

ミント 

白ブドウ 熟成５年 
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グリーンツーリズム         発表者 川端夕子 吉田明宏 

 
フランスのアヴィニョン郊外の有機ラ

ベンダー農家に宿泊をしました。 
 経営は、家族経営で行っています。家

族は母親と７人兄弟です。民宿は母親と

娘２人で、圃場と営業を担当しているの

は息子２人で行っています。 
 圃場の面積は２００㏊で、そのうち有

機ラベンダー４０㏊、麦４０㏊、牧草１

２０㏊で輪作を行っています。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昔は羊を６００頭飼っていましたが、

野生化した犬が羊を襲い、度々被害があ

りました。２０１０年に直接的な被害は

ありませんでしたが、オオカミが出るこ

とで更なる被害が出ると思い、羊を飼う

のをやめました。今栽培している牧草は

馬などを飼っているところに販売をして

います。 
 建物は１２世紀の建物で、領主のマン

デランという方の持ち物だったのを１５

０年前に購入しました。２０００年に民

宿も出来るように家の修理を行いました。 
 部屋は２人から４人部屋で、約１０部

屋あります。それぞれ部屋の形や雰囲気

が違い、とてもオシャレです。 
  
 
 
 
 
 
 
 

この地域一帯はラベンダー畑ですが、

有機で栽培しているのはこの農場だけで

す。この地域の土は表層４０㎝くらいま

で土と石が混じり合っていて、その下は

岩盤になっています。ラベンダーはアル

カリ性の土を好むため、生育には適して

います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ラベンダーはアングスティフォリアと

ラバンディンの２種類の品種を育ててい

ます。アングスティフォリアは標高６０

０ｍ以上に生育する、昔からある原種で

す。このアングスティフォリアと、標高

０～６００ｍに生育するラベンダーアス

ピックという原種が交雑してできたのが

ラバンディンです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ２種類の特徴は、交雑してできたラバ

ンディンは、原種のアングスティフォリ

アより５倍の収量があります。しかし、

交雑してできた品種のため、挿し木でし

か増やすことができません。一方アング

スティフォリアは、収量が少ない代わり

２００㏊の圃場 

１２世紀の建物 

ラベンダーが好むアルカリ性の土 

ラバンディン アングスティフォリア 
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に、質と香りが良く、エッセンシャルオ

イルでの価格では、ラバンディンは、１

８ユーロ／ℓ に対し、アングスティフォ

リアは２５０ユーロ／ℓ と値段が約１４

倍も違います。 
 用途では、ラバンディンだと匂い袋、

アングスティフォリアではお茶やハーブ

ティー、料理などに使われます。２種類

を育てている利点として、収穫時期が違

い、ラベンダー収穫後は麦の収穫を行っ

ています。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

使用しているトラクターはジョンディ

アというアメリカのメーカーで１６０馬

力あります。最高速度は５０㎞です。主

にイタリア、ヨーロッパはメーカーとし

てジョンディアを使っている農家が多い

です。古いトラクターで、イタリアのユ

ートライナリーやランボルギーニのトラ

クターも置いてありますが、主にジョン

ディアやフィアットがメインに使われて

いました。日本では畑の区画が大きい地

域では使えますが、小さい区画の畑だと

導入は難しいです。この農家では主にこ

のトラクターをメインにけん引や収穫し

たラベンダーや牧草を運んでいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ラベンダーの収穫も機械を使用し、収

穫したラベンダーはボックスに入れて運

びます。エッセンシャルオイル用のラベ

ンダーを収穫するけん引車には、中に管

が付いていて、収穫したものを入れたボ

ックスのままエッセンシャルオイルの工

場に持って行きます。中の管からは蒸気

が出る仕組みになっていて、上に蓋をし

て蒸し上げます。そこで出てきたオイル

をタンクに溜めていきます。 
  
 
 
 
 
 
 
 
食事については、出されたジャガイモ

等の野菜はこの農家で採れたものが使用

されており、全ての料理に香辛料として

ラベンダーが使用されています。近くの

農家さんが作った羊のチーズを使った料

理にもラベンダーを使用しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 食事をする場所に併設した直売所では、

ラベンダーの石鹸やオイル、ハチミツな

どが販売されています。 
 

ジョンディアのトラクター 

ラベンダー収穫機 

香辛料としてラベンダーが使用された料理 

エッセンシャルオイル用のボックス 

直売所 
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経営者モーリスさん 

直売所 

インゲン 

フェンネル 

ルバーブ 

産直提携取組農家          発表者 木下芳直 篠田和宏  

 
パ リ 近 郊 の

イ・ルド・フラ

ンスで野菜栽培

をしているモー

リスさんの農園

です。この地方

では穀物農家が

多く、野菜農家は少ないなか、モーリス

さんは親族を中心に７人で１７㏊の畑で

野菜を栽培し、収穫物の販売までを自ら

行っています。販売の方法は３通りで、

１つ目はマルシェという市場での販売で

す。１回のマルシェでの販売は午前か午

後の２から３時間程度で、モーリスさん

は１週間に３回のマルシェで販売してい

ます。 

 ２つ目は農場

内に作った直売

所です。営業時

間は毎週金曜日

と土曜日の半日

のみです。以前

はもう少し多く営

業していましたが、

効率の良い２日間のみとしました。 

 ３つ目はＡＭＡＰでの販売です。ＡＭ

ＡＰの売上は生産高の１／４で、年間で

契約した野菜の代金は前払いであり、生

産・販売の計画がたつことから、必要な

機械の投資ができるようになります。 

ＡＭＡＰは、日本の産直システムを見

本に、有機栽培農家を推奨するために始

まったシステムで、一定の地域の消費者

が十数人で作る消費者団体のことです。

１つのＡＭＡＰは１つの農家と契約をし

ます。販売は１週間から２週間に１度、

その地域の集会所のようなところで行い

ます。モーリスさんは現在１０のＡＭＡ

Ｐと契約していて、約４００件にものぼ

ります。ＡＭＡＰでの販売は、消費者の

動向を見ながら栽培物を決められるとい

う利点があります。また、１回の出荷量

を生産者が決められて、栽培物が不作の

場合でも消費者はそれを受け入れる契約

となっています。普通は有機栽培農家と

しか契約しないのでモーリスさんは完全

な有機栽培農家ではないため例外となり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 栽培については１２㏊の露地野菜と５

㏊の施設があり、露地ではジャガイモ、

莢インゲン、ニンジン、タマネギ、サラ

ダ菜を、施設ではトマト、イチゴ、ズッ

キーニを栽培しています。 

完全な有機栽培農家ではなく、自主的

に緑肥や堆肥を中心に使ったり、除草剤

の使用量を抑えたりしているものの、必

要に応じて殺虫、殺菌剤のような化学的

なものも使います。 

 圃場で栽培されている

インゲンは、日本で一般

的に見られる緑色のもの

ではなく、黒っぽい色の

ものや、紫と白のゼブラ

柄のような色合いです。 

フェンネルはヨーロッ

パでは一般的な野菜で、

イタリアではフィノッキ

オ、和名はウイキョウと

いうせり科の野菜です。 

 ルバーブは緑色や黄色、

赤色の茎の部分を食用に

用います。酸味と甘い香

りが特徴で、ジャムやジ

ュース、スイーツに使わ

れる野菜です。畑には日

本では知名度の低いヨー

ロッパ原産の野菜がたく

さんあります。 

ハウスでは、緑肥栽培やキュウリ、ズ

ッキーニが栽培されています。トマトも

広大な畑とハウス 
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培地を使って栽培されています。「牛の

心臓トマト」と呼ばれているもので、味

が良いということで、イタリアではトマ

トの王様と呼ばれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

培地は、化学処理をしていないマツの

樹皮などを使用して、有機農業を積極的

に取り入れています。 

スピルリナという藻を栽培している装

置もあります。栄養価が高くサプリメン

トに用いられます。野菜に限定されず、

食品という分野で幅広い試みをしている

ことが印象的でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械類も非常に多いです。畝立て機や

定植機、収穫機、キャベツなどの洗浄機、

ニンジン、カブ、ビーツなどの根菜類の

選別機、ニンジンの洗浄機、タマネギな

どのネット詰めをする梱包機、葉菜の洗

浄機などがあります。ヨーロッパではビ

ーツを茹でて売るのが一般的なため、ビ

ーツを茹でる機械もありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この農園では年間売上の約２０％を設

備投資や機械・装置のメンテナンスに充

てています。 

圃場に併設された直売所は、陳列棚の

奥の壁に商品の値段と、生産の様子がわ

かる栽培風景の写真がディスプレイされ

ています。ジャムやジュースなどの加工

品も綺麗に陳列されています。 

この農園では純粋農作物の生産以外に

も、藻の栽培や生産物の加工品販売とい

った６次化、最近ではＩＳＯ１４００１

の認定取得をするなど、たくさんのアク

ション・チャレンジをしています。 

緑肥栽培 

キュウリ 

ズッキーニ 牛の心臓トマト 

スピルリナ 

定植機 

根菜類洗浄機 タマネギのネット詰め機 

直売所内 

ジャムの販売 ジュースの販売 
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大ミラノ圏食品青果市場          発表者 高田隆由起   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大ミラノ圏食品青果市場は、イタリア

で一番大きい市場です。野菜、果物、肉、

魚、花を扱っており、ミラノ圏が１０

０％株を保有し会社組織で運営していま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
年商は２５億ユーロ、敷地面積は８９

㏊あります。視察した野菜、果物部門の

敷地面積は４５㏊で年間取引量は１００

万ｔ、年商１８億ユーロです。主にイタ

リア産の作物を取り扱っており、輸入品

は２５％ほどです。この市場では相対に

よる販売をしており、セリはありません。 
 野菜部門の営業時間は火、水、木の午

前５時から１０時です。土曜日には一般

にも公開しており、午前９時から１２時

の間は誰でも買えるようになります。 
 この市場で最も需要があるのは、果物

ではリンゴ、野菜ではトマトです。トマ

トは房があるものは鮮度を保ちサラダ用 
に、房がないものは主にソース等の加工

用になります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

この市場には、１２５軒の卸売業者が

入っており、イタリア産の作物のみを取

り扱う業者が集まった通りもあります。

また、卸売業者の他、イタリアのパティ

シエや中国、パキスタン、エジプト等の

海外の企業も入っています。市場内では

１１０軒の地元生産者が直売もしていま

す。１年ごとの更新で出店料は卸売業者

の１／３と安くなっています。 
建物の老朽化のため、１億５千万ユー

ロをかけて新棟を建てる計画があります。

その際、市場内の地元生産者を１つのス

ペースにまとめる計画がありますが、価

格交渉が激しくなるので反対の声もあり

ます。 
この市場は日本とのつながりもあり、

日本の業者が魚を仕入れに来ることもあ

ります。また、大阪の果門市場と姉妹市

場として提携もしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 今回訪問した時は、時間外で品物が片

付いている所もありましたが、イタリア

人以外にも中国人やパキスタン人等、働

いている人は多国籍で活気に溢れていま

した。 

ミラノ圏食品青果市場 

様々な野菜や果物 

大阪果門市場との姉妹市場提携

房付きトマト 
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経営者パウロさん 

灌水チューブ 

欧州原産野菜                 発表者 造田洸   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
欧州原産野菜を栽培しているパウロさ

んの畑の総面積は１０㏊で、野菜の畑が

２㏊、ブドウの畑が２㏊、麦畑が２㏊、

残りの４㏊は牧草を栽培しています。直

売所もあり、この畑で採れたブドウやト

マトを使ったジャムやソース、ワインな

どを販売しています。日本でも見られる

トマトだけではなく、赤チコリや牛の心

臓と呼ばれているとても珍しいトマトな

ど、日本ではあまり見られることのない

ヨーロッパの珍しい野菜を作っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

畑には潅水チューブを渡して潅水を行

っています。実際に使っている定植用の

道具や、草を削る道具、小鎌の使い方を

教えてもらいました。また使用している

トラクターは３０年前のもので、当時は

安全バーが付いていませんでしたが、危

ないから付けた方が良いと言われ取り付

けたとのことです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 防除については、ほとんどの野菜を有

機で栽培しているので、農薬等は使えず、

ペレートロという植物エキスを掛けたり、

虫に水を掛けるようにして落としたり、

銅や硫黄を散布することによって病害虫

の防除をしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
最近ではグリーンツーリズムも始めま

した。宿舎はヨーロッパの昔ながらの農

家の家をモチーフにしています。 

パウロさんの圃場と直売所 

トラクター 

麦畑 ブドウ畑 

定植用の道具 草を削る道具 

銅・硫黄散布機械 

民宿の外観と室内 
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スーパーマーケット              発表者 田村泉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

日本では袋づめされた状態で店頭に並

んでいる野菜が多いですが、イタリアの

スーパーではむき出しの野菜が山積みに

なって置いてあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その野菜や果物のそばに透明のビニル

袋と手袋が用意されており、欲しい物を

欲しい量だけ袋に入れて、売り場内の

「計り」にのせて、自ら計量します。計 
りには、商品ごとに分かれたボタンがあ 

り、そのボタンを押すと料金シールが出

てくる仕組みになっています。 
そのシールを貼って商品をレジに持っ

ていき精算をします。バーコードには重

さと値段が表示されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミニトマトのコーナーは対面になって

いて店員さんがいます。 
店員さんとのやり取りで、選んだ商品

を店員さんが紙袋に入れ、バーコードを

貼ってくれます。試食などもできます。 
生活感のある街の路地にも肉、魚、パ

ンなどのお店が並んでおり、野菜や果物

の陳列もスーパーと似ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
レジ袋は、日本でも定着してきている

有料となっています。また、さまざまな

エコバッグがどのお店でも販売されてい

ます。 

計量の様子 

購入したモモ 

山積み野菜 
むき出しの野菜 

スーパーの様子 

自分で買ってみました 

計量してもらったトマト 

購入した野菜 

路地に並ぶお店 
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存在感のある釜 

寿月堂               発表者 横山桂子 島田悟史   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
１８５４年からの老舗「丸山海苔店」

が４０年前に日本茶専門店を始めました。

２００８年にパリ店として寿月堂をオー

プンしました。店舗をパリの一等地の角

という立地の良い所に構え、ブランド意

識を高く持ち、安売りはしないことから、

量販店には出展しないこだわりがありま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
店内はその時期のイベントに合わせた

飾り付けをしており、視察に行った７月

は七夕イベントに合わせて、笹の葉を使

った飾り付けをするなど、日本の季節感

を取り入れることにより、日本の文化を

伝えています。壁や天井からの竹は、季

節感のためではなく常時飾られています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
商品等の陳列においては、アイテム数

や在庫も少なく、薄利多売とは正反対の

高級さを打ち出しています。アイテム数

の少なさが、逆に厳選されたものを並べ

るという印象を持たせる陳列となってい

ます。余裕を持った棚の感覚に、間接照

明と空間演出により商品力の強さを増強

している雰囲気となっています。 
商品としては、煎茶や抹茶、ほうじ茶

などの定番なものから、「ジャスミン香

り煎茶」や「桜の葉入り煎茶」、「抹茶

入り柚子煎茶」など変わったお茶の販売

もしています。日本らしさを崩さないた

めの演出として、商品名を全て日本語で

表示しています。また、棚には抹茶茶碗

や急須なども販売用に陳列されており、

ここでも日本文化の伝達や商品に高級感

を持たせる演出が施されています。 
 
 
 
 
 
 
 
積極的に販売していく商品や最高級商

品にはパネル説明を付けたり、商品特性

で香りが重要な商品に対しては、試嗅で

きるサンプルなども付いています。小さ

い売り場ながらも随所に細やかな気遣い

がされています。 
 
 
 
 
 
 
 
その他にも、大きな存在感のある本格

的な釜が店の中央に置いてあり、店内の

演出以外にもカウンターで試飲してもら

うために使用しています。試飲してもら

うことにより、お客様には納得した買い

物をしてもらっています。 
 本物の良さをお

客様に伝えていく

ことで、ブランド

力を維持していこ

うとするお店とな

っています。 

パリの一等地の店舗 

季節感のある店内 

厳選された商品 

抹茶茶碗 

試嗅サンプル パネル説明 
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イタリア、フランス農業視察研修記 
  

            団 長  山永 高男  
    

 
 

 
はじめに 
 第３５回農業青年海外派遣研修団の団長

として、副団長、事務局長及び１２名の研

修生とともに、イタリア、フランスの農業

事情を７月１日から９日にわたり視察して

まいりました。 
 視察先では、それぞれの経営主が親切・

丁寧に栽培作物の状況や経営上の課題など

の説明の他、ほ場やハウスでの作業工程な

どについても教えていただきました。 
 研修生たちは、好奇心旺盛で作物、経営、

販売など各分野について質問や意見を行い、

経営主の方々からは「すばらしい視察者」

との賞賛を受けました。

 
   ソゲミ総合卸売市場での視察 

１ 欧州連合(ＥＵ)の共通農業政策(ＣＡＰ) 

 今回訪問した伊、仏はＥＵに加盟してお

り、ＣＡＰ制度と合わせて独自の農業政策

を実施しています。 
ＥＵが目指す農業の方向は持続可能で、

生産性が高く、競争力のある農業です。 
 その優先事項は、 
・食品の質と安全を保証する。 
・環境と動物福祉を遵守する。 
・ＥＵの農家に世界での競争力をつける。 
・農村を保護し活力と持続可能性を高める。 
 また、現行のＣＡＰ制度の２本柱は、 
・市場政策（直接支払い制度等） 
・農村開発政策（食品加工業支援等） 

となっており、両政策の交わるところに有

機農業の実践などの環境支払が位置づけら

れています。 
 このため、両国の有機農業をメルクマー

ルとしてＣＡＰ制度を検証しました。 
 
２ イタリアの有機農業 

ＣＡＰ制度により環境保全に貢献する農

業の実践を積極的に誘導している伊では、

全農地面積に占める有機農業面積は８．

４％で世界第４位です。有機栽培農家の平

均農地面積は２３．９㏊となっており、慣

行栽培農家の平均６．１㏊の約４倍となっ

ています。 
（１）ロンバルディア州の米加工会社 

伊はヨーロッパ最大の米の生産国であり、 

ロンバルディア平原のポー川周辺地域の作

付面積は２５万㏊で生産量は１６０万 t

（２０１３年）となっています。 

この米生産の中心地パヴィアで有機栽培 

稲作３５０㏊のファームの経営主ベゾスリ

ー氏は、伯爵家の末裔です。 

従業員は、営業や事務を行う女性職員が 

４名、水田作業が３名、乾燥調製作業が４

名の体制で行っています。 

品種は形状が卵形のジャポニカ種の系統 

のオリジナリオが９０％、収量は６ｔ／㏊

でライススープ、リゾット、付け合わせ、

米粉として利用されます。 

 水田については、全て自己所有地で、近

隣に７０枚で分散しています。 

 栽培は、直播で密植になっており、畦畔

が無く、大型機械での各種作業は、稲を踏

みつけて行われているようです。 

 また、全水田の内９０％が有機栽培で、 

経費（年間１，６００ユーロ～１，７００ 

ユーロ／ha→２２万円～２４万円／㏊、日 

本の１５㏊以上層の費用は８６万円／㏊） 
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の約１／２が環境保全及び有機栽培の補助 
金で賄われています。また、籾殻燃焼処理 
による籾乾燥・発電施設を現在建設中であ 
り、その経費（約３億円）の一部はＣＡＰ 
の農村開発政策として補助されます。 
 有機栽培への取組は商品の付加価値が高

くなることもあるが、化学物質での汚染回

避と環境保全という経営主のポリシーとの

ことでした。  

 
  オリジナリオ    クローラ型大型機械 

（２）ファームワイン生産者グループ 

有機栽培ワイナリーの視察は経営主のロ 
チャーノ氏が迎えてくれました。        
氏が友人２人と地元農家の協力でサンコ 

ロンバーノにファームを開設したのは４０

年前の１９７０代の前半です。 
大学卒論「都市ミラノへの農家子弟流出 

による耕作放棄地の発生」の調査が縁とな

り、この地に定住した新規参入者でした。

耕作放棄地を借受け、その後所有権を取得

し現在では、ブドウ園を１２㏊経営し、ワ

イン製造販売を行っています。 
ここでのブドウ有機栽培はボルドー液と 

石灰硫黄合剤による殺菌及び除虫菊の有効

成分であるピレトリンやフェロモン剤等を

用いた殺虫等を実施しています。  
ボルドー液などは今の日本ではほとんど 

使われていませんが、有機ＪＡＳ法や国際

機関のコーデックスでは使用が認められて

います。 
 製造されたワインは、伊の有機農業団体 
で最も大きな組織であるＡＩＡＢを母体と 
する、伊を代表する有機認証機関のＩＣＥ 
Ａの認証を受けています。 
ブドウの有機栽培は過去からの伝統的農 

法であるため、使用資材へのコストは安い

反面、人件費がかかります。 
また、有機栽培認証料金が高く、農業経 

営を圧迫していることもあるようです。 

それらの経費の一部としてＣＡＰの直接

支払による補助金が交付されます。 

 これらのワインの一部は、伊独自の制度

で栽培・醸造方法が厳格に定められ、出荷

前に科学的分析と専門家による利酒検査を

受けたＤＯＣワインにもなっています。 

 
 ロチャーノ氏     ＩＣＥＡ認証  

３ フランスの有機農業 

 仏の有機農業は、伊と比較すると普及し

ていません。しかし、食の安全に対する消

費者意識が高まる中、有機農業は急速な拡

大をしています。 

政府は現状の約５６万㏊（占有率２％） 

から２０２０年までに２０％とする目標を

打ち出しています。 

アビィニョン郊外の有機ラベンダー農家 

では５７㏊のラベンダーと普通小麦の原種

のスペルト小麦４０㏊の経営を維持してい

くため、牧草地１２０㏊を用いた輪作体系

により実現していました。 
 
４ まとめ 

 今回視察した伊、仏の農業地域は、ＥＵ

の中でも農業条件が良いとは言えませんが、

国際化の進展する中で、自国の農業と農村

をどう守っていくかが重要であるとの意識

が高い農業者ばかりでした。 
有機農業は、その戦略の一つとして「環

境・伝統・文化」を大切にした人間関係を

含めた地域社会の「絆」としての役割を担

っているのだと痛感したところです。 
 研修生の皆さんは、９日間寝食を共にし

た仲間と欧州農業を現場で体感するなど多

くの財産を得たものと思います。これらの

財産は、すぐに自らの農業経営の成果にな

るとは限りませんが、今後の生活において

大きな糧となるでしょう。 
 終わりに、今回の研修の実施に当たり、

県農林公社はもとより、県農林部、関係各

機関の方々に感謝申し上げ、報告とさせて

いただきます。                 
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農業青年欧州研修を終えて 
 

副団長  丸山 賢司  
  
 
 
 

はじめに 
 第３５回埼玉県農業青年海外派遣研修団 
の副団長として、７月１日から９日まで、

イタリア、フランスの農業を視察してまい

りました。 
 山永団長以下１５名の視察団は、１２時

間のフライト後、ミラノ・マルペンサ空港

に到着、９日間にわたる研修の第一歩を踏

み出しました。 
期間中トラブルもなく、全員が元気一杯

で研修できたことは、何よりの喜びでした。 
 

１ イタリアの農業について 
 イタリアでは、ミラノの卸売市場、リゾ

ット用の米生産農家、有機ワイナリー、欧

州原産野菜農家、バルサミコ酢生産農家な

どを視察しましたが、どの視察先も丁寧に

説明いただき、充実した研修となりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有機ワイナリーのぶどう畑にて 

 
 農家訪問時に感じたことは、どの農家経

営者も、生産に対しての考え方がしっかり

していることです。 
 技術に対するものだけでなく、効率性や

販路など総合的に農業を捉えている姿勢を

強く感じました。 
 また、日本との違いのひとつとして、規

模の大きさがあげられます。 

６次産業化の取組事例として訪問した、

リゾット用の米生産法人では、予想を超え

る大きさのコンバインや、３５０㏊の水田

を３人で担当していることに驚きました。

２，０００ｔを超える生産量を誇るこの法

人のさらに上をいく法人があると聞くと、

イタリアの米の生産量はどれほどなのか。 
しかしながら、実際の国全体の生産量は

１５０万ｔでＥＵではトップですが、日本

の８００万ｔにはおよびません。サラダ代

わりに食するリゾット用のいわゆるイタリ

ア米は、ジャポニカ米やインディカ米の中

間のような中粒・半長のジャワ型である

「ジャパニカ米」だそうです。実際、日本

の籾米によく似ていました。 
 

２ フランスの農業について 
 地中海の大パノラマに迎えられ、モナコ

公国からニースへ入った視察団は、フラン

スではラヴェンダー農家、ＡＭＡＰ取組農

家を視察しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美しいラヴェンダー畑 

 
 高山地方であるプロヴァンスのソー村で

ラヴェンダーの有機栽培をしているジャン

ポールさんには、まだ明るい夕方７時すぎ

まで広大なラヴェンダー畑のなかで、説明

をいただきました。 
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 ラヴェンダーには６００ｍまでの高さで

栽培する「ラティホリア」、６００ｍ以上

の高地で生息する「ラングスティホリア」、 
両者を行き来する蜂による交配により生ま

れたハイブリッド種「インテルメディア」

があるとのことでしたが、説明を受ける際

には、「ラヴェンディン」や「「ラヴァン

ダ」らの言葉がなかなか区別できず、みな

苦労しました。 
 この日の宿泊は、ポールさんの母親が経

営する農家ホテル「ガベルのお城」です。

夕食時には近所の農家の方々もお見えにな

り、会話に「苦労」しつつも、楽しく有意

義な農業談義ができました。 
 
３ イタリア・フランスと日本の違いにつ

いて 
 一番の違いは、農用地の比率です。５割

前後の両国に対し、日本はわずか１２％で

す。これに加え、農業従事者が倍前後とな

ると、端的に耕作面積の違いがわかります。 
 イタリアの国土面積は日本より若干少な

いながら農用地は３倍、フランスは国土が

１．５倍で農用地は６倍強です。 
 こうした違いが、「食料自給率」の格差

につながっており、日本の３９％に対し、

イタリア６３％、フランス１１１％となっ

ています。 
 なお、視察期間中、毎日のようにお世話

になったワインは、両国とも最大の輸出品

であり、２か国の合計はＥＵ全体の７割と

のことです。 
 
４ 研修生について 
 毎年のことだとは思いますが、今回の研 
修生も意欲・気力・体力とも充実していま

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ミラノの市場で説明を聞く研修生 

 視察時の熱心な質問の連続は、しばし予

定時間を超過するほどで、フランスでのＡ

ＭＡＰ取組農家を視察した時の通訳の方は、

「通訳として、次々に質問を受け、楽しく

通訳冥利につきる」旨の言葉をいただきま

した。 
 ２人の班長を中心に、皆がよく協力し、

統率のとれた研修ができたことは、団長・

事務局長と共に感謝したいと思います。夕

食やその後の「ミーティング」も毎日活発

に活動し、最後は大きな家族となりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

風景画のようなフランスの農村 
 
まとめ 
 正直言って、長時間の飛行機は得意では

なかったのですが、この年になって新たな

見聞を広げられ、さらに若い友人もできる

など、有意義な経験をさせていただきまし

た。 
 日本の農業を守る立場のＪＡグループの

一員として、若い後継者が希望をもって農

業に従事できるよう、今後も微力を尽くし

たいと考えます。 
 最後に、山永団長、荻野事務局長、研修

生の皆さん、添乗の大橋さん、農林公社、

県農林部の方々に深く感謝いたします。 
 そして、研修生の皆さん、「信念」と

「意欲」と「技術」を持って、日本の農業

を発展させてください。 
 ありがとうございました。 
 
（ついでですが） 
 欧州原産野菜農家でみた雑草の「スベリ

ヒユ」は山形県の置賜では「ひょう」と言

って普通に茹でて食べています。ワインと

一緒にいかがですか。 
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海外派遣研修を終えて 
 

事務局長  荻野 正博  
 
 
 
 

はじめに 

 第３５回埼玉県農業青年海外派遣研修団

の事務局長として参加することとなり、周

囲の方々から過去の海外研修における苦労

話をお聞きし、大変不安もありましたが、

団長、副団長及び勉強熱心な研修生たちに

恵まれ、すばらしいイタリア・フランスで

の視察をしてまいりました。 

 今回の研修生は、平均年齢２９．３才と

若い農業青年でありますが、視察先では、

熱心に説明を聴き、質問をするやりとりの

なか時間を超過する場面も多々あり、通訳

の方にも、「こんなに質問をする研修団は

初めてです」と驚かれていたくらい大変積

極的で優秀な１２名の研修生たちでした。 

天候にも恵まれた９日間の研修を通じ、感

じたことを報告します。 

 

１ イタリアの農業について 

 イタリアは主に半島部分と地中海第１位

と第２位の大きさのシチリア島、サルディ

ーヤ島から成り、国土面積は日本の約４／

５であり、今回視察したのはイタリア半島

の北部に位置するミラノ・ボローニャ・ジ

ェノバの３県を訪れました。この地域は、

雨量が多く灌漑も発達しているため水稲、

軟質小麦、酪農が盛んなところです。 

 最初に視察したミラノでは、最大の市場

「ソウジエミ」と言う名の生鮮卸売市場を

視察しました。 

この市場は株式会社でありミラノ市が株

主となっている市場です。取り扱うのは、

野菜、果物・生花・魚・肉とすべて取り扱

っており青果部門だけでも年間１８億ユー

ロ、全体では２５億ユーロの売上げがあり

ます。青果部門での取り扱い品目の一番は

トマトで、１ユーロ／㎏位で売られている

そうです。なお、余談ですが大阪の黒門市

場と姉妹市場契約をしているそうで少し驚

きました。 

 次にミラノ郊外へ向かうバスの車窓から

は収穫時期を迎えた麦や飼料用トウモロコ

シ、田植えが終わった稲作地帯が広がって

きました。 

イタリアでは、麦蒔きと同じように乾い

た田んぼに種を直に播く「乾田直播き方

式」と水を張った水田に種をバラ播き行う

「直播方式」の２つの方法で栽培している

水稲農家を視察しました。この農家は３５

０㏊の所有地に堆肥を使用し科学肥料を使

わない有機栽培農家で、作付けは米を中心

とした米麦農家です。ここは播種から収

穫・乾燥調整・白米の袋詰めを行い、販売

までしている会社経営大規模農家でした。

生産された白米は主にリゾット用（品種名

オリジナリオ）で出荷しているそうです。 

なお、この広大な水田に播く種子は９割が

自主採取１割は購入だそうです。 

 
水田専用大型トラクター 

 

２ イタリアのブドウ加工品 

 イタリアの主要農産物のなかでも、ブド

ウの生産量は世界第１位を誇りワイン生産

量はフランスに次いで第２位です。視察し

たのは、１２㏊のブドウ畑を管理、すべて
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無農薬有機栽培で行っている有機ワイナリ

ーです。ここでは、ＥＵの施策でＧＡＰ

（農業環境政策）の支援を受けているそう

ですが支援条件として従来農法で４．５～

５㏊の栽培が義務付けられているそうです。 

また、有機栽培のため害虫による被害が多

いそうでこの部分は日本と同じ苦労がある

のだろうと思いました。 

最後にこのワイナリーで作ったワインを

研修団みんなで試飲させてもらいました。 

日本では飲んだことが無いとてもおいしワ

インだったのでお土産に買って帰る研修生

がたくさんいました。 

 次にミラノ郊外からジェノバへ移動する

途中モデナ県にある伝統のバルサミコ酢を

作っている所を視察しました。 

ここでは、最近日本でも注目されている

産地認証制度とよく似た、「ＤＯＰ」保護

原産地呼称という制度があり、ここのバル

サミコ酢も１２年ものや２５年もの、長い

ものは５０年ものがあり、すべてＤＯＰの

お墨付きをもらった商品でした。 

担当のモニカさんから生産過程の説明を

受けましたが、良いものには価値があるの

だと改めて勉強になりました。ここでも試

飲をさせてもらい研修生たちも１２年・２

５年・５０年ものすべての味比べをして驚

いていました。 

 
高級バルサミコ酢 

 

３ フランスの農業について 

 フランスはＥＵ第１位の農業国であり、

今回アヴィニオンからフランス版新幹線Ｔ

ＧＶで花の都パリへ移動しました。約２時

間の移動中車窓から見えるのは、主に牧草

地や放牧されている牛や麦畑だけだったの

が印象的でした。ここでは、消費者に対し

栽培現場の透明化を目指す有機栽培農家や、

消費者団体と契約栽培を行う「ＡＭＡＰ」

取組農家を視察しました。視察した農家の

経営形態は、１７㏊の畑を７名（内訳家族

６名雇用１名）で管理し、うち１．５㏊の

ハウスではトマトやフランスキュウリ、５．

５㏊の露地ではジャガイモを中心とした野

菜を栽培しています。販売先としては、マ

ルシェ３カ所と自営の直売所（週２回金土

の２日間）とＡＭＡＰは１０団体の３通り

で経営をしているそうです。収入の大半は

マルシェが主であり、新しい取組としてハ

ウス内で藻（スピルロング）の生産試験を

行い、将来的にはサプリメントとして販売

する計画だそうです。ここで感じたのは、

消費者が食料品の安全性についての感心が

高まり、生産者は消費者への理解促進に努

めていく必要性を感じました。 
 

まとめ 

 この研修の事務局長として、山永団長・

丸山副団長をはじめ研修団１５名として海

外研修に同行することができ、日常では味

わうことのできない各国の郷土料理、特に

おいしかったワインを飲みながら、ともに

過ごした９日間は私にとっても貴重な研修

となりました。 

 この研修を糧に、埼玉農業の発展のため

第３５回研修団みんなで頑張っていきまし

ょう。 

 最後に、県農業支援課並びに各農林振興

センターの皆様方には優秀な研修生を推薦

していただき感謝申し上げます。事務局長

の仕事の大半をお世話になりました添乗員

の大橋さんには大変お世話なりましたこと

をこの場をお借りして感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

羽田空港に無事到着 
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海外研修を終えて 
 

１班 川越市  大澤 滉平  
 
 
 
 

はじめに 

 私は東京の渋谷区育ちの非農家です。 

 川越市の農業法人に勤めて、農業の知識

など全くないところから始めて２年が経ち

ます。私の勤めているところでは、エダマ

メ、トウモロコシ、ホウレンソウ，カブな

ど様々な野菜を栽培しています。 

 同じ農業法人で働いている先輩もこの研

修に参加したこともあり、様々な話を聞い

て、海外の土地の広さをカバーする技術や、

機械等を観察したいと思い参加しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本名 牛の心臓 

 

１ イタリア卸売市場見学 

 まず、訪れたのがイタリアのミラノにあ

る卸売市場です。この市場はイタリアで一

番の市場で、野菜、果物、生花、魚、肉と

全てを取り扱っており、年間１００万 t の

商品が行き来しています。市場全体では年

間２５億ユーロ、青果部門では１８億ユー

ロの売上げがあります。 

 朝５時から１０時までやっていて、毎朝

にぎわっているそうです。私たちが訪問し

たときには、時間が遅かったためか商売人

しかいなく買い手の人がほとんどいません

でした。後片付けもしてあり、皆さんが想

像する、活気溢れる市場の雰囲気がなかっ

たのが、残念でした。 

 他にも、日本では見られないヨーロッパ

野菜や果実もたくさんあったので、とても

勉強になりました。 

 

２ 米農家 

 次に視察したのが、６次産業化に取り組

む米農家さんです。 

 ここは畑の広さが３５０㏊あります。田

んぼの枚数でいうと７０枚、日本ではまず

考えられないこの広さの田んぼを３人で

やっているそうで、とても驚きました。 

 この広い田んぼを３人という少ない人数

でやっていけるのは、なんといってもこの

大きな機械。肥料を散布する機械で、田ん

ぼに入るためにタイヤを歯車上にして稲を

なるべく傷つけないようにしていたり、タ

イヤの大きさが人２人分ある、稲を刈り取

る機械など様々な機械がありました。 

 お客様の希望で１００％有機栽培のお米

を作っているそうです。近年イタリアも日

本と同じように有機野菜の需要があるらし

く、そういった有機栽培希望のお客さんが

多いそうです。 

 土曜日と日曜日は家族の時間であるため

に働かないそうです。素晴らしい! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
デ、デカッ!!!! 
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３ 有機ワイナリー 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
トラクター 

 

有機ワイナリーも見学しました。 

 まず、ここのオーナーさんは元々農家で

はなく、大学の友達と論文を書くためにこ

の地に来たのがきっかけで、農家になりま

した。 

 ブドウの作り方は、その地にある伝統の

作り方で、自然なものしか使わないそうで

す。ブドウの木も樹齢３０年の木を使って

おり、有機なので殺虫剤などももちろん使

わなく、その代わりに害虫のフォルモンを

しみ込ませた粘着性のある黄色いシートを

使い害虫の繁殖行動を減らしたり、ピエー

トロといった植物のエキスを使った天然の

殺虫剤を使っているそうです。  

 ワインのコルクまで有機のもの使うとい

う、徹底的に有機農法に取り組んでいます。 

 最後に試飲会が行われ、そこで振る舞わ

れた料理がとても美味しかったです。おか

げで太りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
オーナー イチ押しのワインセット 

 

４ パリ農家 

 ここの農家が自分達が普段行っている農

業に一番近い農家さんでした。 

 １７㏊ある畑で５０年前に両親が始めた

畑だそうです。ここの農家さんは１００％

有機栽培ではなく薬も使っています。 

 理由としては、パリという大都市が近く

にあるため、あえて有機栽培にしなくても

野菜が売れるからだそうです。そのため売

りに出すのもパリのマルシェだったり、Ａ

ＭＡＰといった日本でいう生協みたいなも

のに野菜を出しています。このＡＭＡＰは

日本の農協や生協からヒントを得たものら

しいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地元の農家オリックと 

 

まとめ 

 今回の研修を通じて９日間という短い間

でしたが、外国の規模の大きさや、やり方、

機械など、日本とは全く違うことに驚かさ

れ、とても勉強になりました。 

 これからの自分の農業に生かしていきた

いと思います。 

 最後に短い間でしたが、このメンバーで

研修に行けたことが幸せでした。 

支援してくださった農林公社、農協観光

の皆様、この研修を陰で支えてくださった

皆様、団役員の皆様、共に騒いだ研修生、

本当に勉強になり楽しい研修でした。 

 心から感謝申し上げます。ありがとうご

ざいました。 
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農業青年海外派遣研修を終えて 
 

２班 所沢市  木下 芳直  
 
 
 
 

はじめに 
 第３５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

す。私は、所沢市で葉菜を中心に露地栽培

をしています。今回の研修では、毎日の仕

事の中では触れることのできない、多様な

農業について学ぶことができました。 
 以下、今回の研修で特に印象に残ってい

る視察先について報告させていただきます。 
 

 
圃場の風景も新鮮 

 
１ 研修先農園の背景 
フランスで視察した農園、「Maurice de 

Poincy」は、首都パリから車で１時間弱。

農園のある、イル・ド・フランス地方は、

フランス全体の人口の約２割が集中する

地域です。 
 この地域の農業は主に穀類ですが、この

農園では野菜のみを栽培しています。１７

㏊（この地域の野菜農家としては中規模）

の畑では、年間５０種類程の野菜を栽培し

ています。 
 この農園では、生産した野菜の販売まで

行っていて、その多くはマルシェで販売し

ています。販売経路は他に、農園に併設し

た直売所、そしてＡＭＡＰという取組です。 

 
視察の様子 

 
２ ＡＭＡＰについて 
 ＡＭＡＰとは、「Association pour le 

Maintien d‘une Agriculture Paysanne」

の略で、意訳すると「農業生産者を支える

会」。フランスで生まれた農作物の販売シ

ステムで、特定の農家と消費者グループが、

一定期間の農作物の販売・購入を事前に代

金を支払って行います。これは、日本の産

地と消費者が提携する仕組みを参考にして

います。イル・ド・フランス地方では、約

４０のＡＭＡＰがあり、この農園では、そ

の内１０のＡＭＡＰ（会員数計約４００

人）と契約しています。 
 ＡＭＡＰで販売する野菜の品目は、生産

者が自由に決めることができます。また、

販売する量も生産者に一任されているので、

不作で提供する作物の量が少ない場合でも

会員はそれを受け入れます。生産量の正確

な計画を立てることができ、売上の確保も

されているので、機械等への設備投資を行

いやすいというメリットがあります。 
 ＡＭＡＰでは、生産者が農作物を直接消

費者に届けます。ただし、会員の家を１軒

１軒回ることはありません。ＡＭＡＰのも

つ売り場（地域の集会所等）が受け渡しの
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場所になっています。卸を介さず、効率的

な集配をする事で、流通の省力化がされて

います。 
 ＡＭＡＰの仕組みは、価格リスク・収量

リスクといった生産者が抱える大きな問題

を消費者が共に負担し、その他の面でも生

産者にとって多くのメリットがあります。

しかし、一定期間の契約なので、会員の満

足を得ることができなければ、契約は更新

されません。なので、生産品目の会員のリ

クエストの取り入れや、不作時の対応等、

努力をすることが必要です。例えば、ＡＭ

ＡＰのはじまりは、有機栽培農家の奨励と

いう側面があり、特に郊外のＡＭＡＰは有

機栽培農家と契約する傾向があります。そ

のため、この農園でも、露地栽培では緑肥

や有機肥料を用いたり、ハウス栽培では化

学処理をしていないマツの樹皮等を培地に

したり、有機農業を積極的に取り入れてい

ます。 
 

 
圃場にはたくさんの西洋野菜(写真はﾌｪﾝﾈﾙ) 

 
３ 圃場について 
 圃場を見学していて驚いたのが、機械類

の多さです。生産過程での耕耘機・播種

機・散布機・収穫機はもちろん、洗浄機は

根菜用と葉菜用が、さらに選別機から梱包

機まで、野菜毎の専用の機械も多くありま

した。「鍬をもつことはありますか。」と

質問すると、「まずない。」と回答された

のが印象的でした。この農園では、年間売

上の約２割を設備投資や機械・装置のメン

テナンスにあてています。「機械化＝大規

模農家」というイメージがありましたが、

小規模農家こそ生産効率が重要であること

をあらためて感じました。 
４ まとめ 

この農園は、都市近郊農家で家族経営と

いう点で、私の営農環境と共通していて、

その農業経営は、とても参考になりました。 
ＡＭＡＰの仕組みは、多くの消費者と近

い所沢農業が取り入れる点が多くあり、こ

れを生産者からどう提案していくかと考え

ると、この運動は、有機農産物というテー

マだけでなく、フードマイレージ等近年の

産業としての課題とリンクしていて興味深

かったです。こうした環境の動きと、これ

からの農業を考えると、時代の変化に応じ

ていくという事が必要で、その点、この農

園ではＩＳＯ１４００１の認証取得等、純

粋な農作物の生産以外にもアクションを起

こしていることも参考になりました。 
 また、生産面ではハウスでスピルリナと

いう栄養価の高い藻を栽培したり、直売所

で栽培したイチゴ・ルバーブをジュースに

した加工品を販売したり、多くのチャレン

ジをしている点も印象的でした。 
 

 
ハウス内の藻の生育施設 

 
おわりに 
 今回の研修はとても貴重で、有意義な時

間でした。この経験を基に、一層農業に励

んでいきたいと思います。最後に、ご支援

いただいた関係者の皆様、９日間を共に過

ごした役員・研修生の皆様、そして快く送

り出してくれた家族に心からの感謝を申し

上げ、報告とさせていただきます。 
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海外研修を終えて 
 

1 班 鶴ヶ島市  高田 隆由起  
 
 
 
 

はじめに 
 第３５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。 
 私は実家の農家で父母の指導のもと、

露地野菜、米麦、大豆等を栽培し、野菜

は市内の直売所へ、米麦大豆は農協へ出

荷しています。 
 今回私が海外研修に参加したのは、ヨ

ーロッパの農家をこの目で見たいという

好奇心と、実家の経営に農業経営の６次

化を、研修を通して得た経験を生かして

我が家の経営に組み込みたいと思い参加

させていただきました。 
 

１ イタリア有機栽培農家の取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イタリアの強い日差しで育つ野菜たち 
 
 イタリアで訪れたのはミラノ近郊の有

機栽培の野菜農家です。１０ha の農地で

野菜、小麦、牧草、ワイン用のブドウを

栽培しています。ソース用のトマトが主

作物で３０t の収量があります。農作業

の中心はお父さんで学生の息子さんが出

荷担当とのことでした。 

 有機栽培なので農薬は限られたものし

か使えず、銅、硫黄、ワクチンを使い、

化学薬品は使っていません。肥料は購入

した有機肥料ペレットを使用しています。  

 メロン、トマトが適している土地柄と

のことでしたが、ナス、シシトウ、ハバ

ネロ等、様々な野菜が栽培されており、

採れた野菜は市場内で直売しているとの

ことでした。。 
 この農家では２ヶ月ほど前から農家民

宿を開業したということで、宿泊施設は

まだ新しく、併設の売店で自家製トマト

ソースや小麦粉などを売っていました。

周辺にはハイキングコースもあり、奥さ

んの手料理が目玉のようです。私達が訪

問した時も改装したばかりの真新しい家

の軒先で奥さんが新鮮なメロンやおいし

い手料理でもてなしてくれました。 
 
２ フランスの農家の取り組み 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高度に管理された水耕栽培 
 
 フランスで訪れたのはパリ近郊の施設

野菜農家です。１７㏊の農地のうち１．

５㏊の温室でトマト、イチゴ、ズッキー

ニ等を、水耕栽培を導入して栽培し、露

地ではニンジン、ジャガイモ、サヤイン

ゲン等を栽培しています。 
出荷先は市場向けが大半ですが、農場

に併設の直売所とＡＭＡＰ向けの出荷を

行っています。 
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 ＡＭＡＰとは、「農民による農業を維

持する連合」と訳されますが消費者が集

まって作られた団体です。１９６０年代

に日本の消費者が生協を通して安全な農

家から購入した運動がヒントになって作

られたということです。ですから登録さ

れる農家は有機栽培農家がほとんどで、

この農家では通常栽培方式で、減農薬へ

の取組は行っていますが通常栽培方式で

のＡＭＡＰへの登録は例外的とのことで

した。 
 消費者は一定の金額を先に生産者に支

払い、農家は「バスケット」と言われる

作物の詰め合わせを消費者に届けます。

中身はあらかじめ双方で話し合って決め

るようです。 
 この方式の利点は消費者が安全な作物

を市場価格の２～３割引きで手に入れら

れる事で、農家にとっては収入の安定が

得られるということです。実際この農家

ではＡＭＡＰでの収益で大型農業機械を

多数購入できたとのことでした。 
 併設の直売所は週２回の営業で、収穫

した野菜や自家製野菜ジュースなどを販

売し、年間１２万ユーロの売上がありま

す。ここでルバーブのジュースをごちそ

うになったのですが、程よい酸味と甘み

の非常に美味しいジュースでした。 
 この農家で印象的だったのは販売先の

多様化に非常に熱心であるということで

す。新聞に広告を出しているそうですが

最近ではＴＶにも取り上げられるように

なり、今後はインターネットでの販売も

していきたいとの事でした。 
 
３ イタリア 大ミラノ圏食品青果市場 
 野菜、果物部門のみで敷地面積が４５

㏊あるミラノ最大の青果市場です。年間

取扱量１００万 t ということでまさにミ

ラノの台所です。大都市圏の市場という

こともあってか、中国、パキスタン等

様々な国籍の業者が出入りしており大変

活気がありました。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野菜や果物が豊富に並ぶ市場 
 
まとめ 
 ９日間の研修でしたがとても有意義な

ものになりました。 
 訪問先の農家は、小規模な農家から数

百㏊もある大規模な農家まで様々でした

が、その地に適した経営方法を探り、６

次化を含めた経営を行っている姿に感銘

を覚え、これは我が家でも６次化に取り

組んでいかなくてはと思いました。 
 今回訪問先の農家では特にグリーンツ

ーリズムへの取組が多かったように思い

ます。農家と消費者の距離を縮めるには

有効な手段だと思いますので、ＴＰＰ後

でも日本の国内農業が生き残っていくに

は、グリーンツーリズムを通して国内農

業への理解と魅力を消費者に伝える事も

必要なのではないかと思いました。 
 最後に、今回の研修をご支援頂きまし

た関係機関の皆様、団長はじめ役員の皆

様、そして一緒に旅行をした研修生の皆

様に感謝申し上げ、研修の報告とさせて

いただきます。本当にありがとうござい

ました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ラベンダー街道の日の出、また行きたい！ 
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海外研修を終えて 
 

１班 狭山市  横山 桂子  
 
 

 
はじめに 
 私の家では、狭山市でダイコンとホウレ

ンソウを栽培しており契約スーパーと市場

に出荷しています。 
 今回海外研修のお話を頂き、農業先進国

であるヨーロッパの農業形態や栽培・販売

方法など実際に見て感じ、学べることは滅

多にない機会と思い、また、日本とは全く

違う文化や環境に直接触れることにより、

自分自身の価値観や視野を広げる良い機会

になると思い参加させて頂きました。 
 研修で特に印象に残り、興味深かった視

察先について報告したいと思います。 
１ イタリア ミラノ卸売市場 
 ミラノ市が株をほぼ保有している株式会

社の卸売市場で、４５㏊の敷地に４棟併設

されており年間取扱量は１００ｔで、その

中の３０％は輸出、２５％は輸入している

そうです。年間総売上高は２５億ユーロで、

市場全体で２３５軒のテナントが入ってお

り、その中の１１０軒が生産者自ら出店し

ているテナントでした。 

 今回は野菜関係のみの視察を行って来ま

した。そこでは色とりどりの野菜や果物を

見ることが出来、日本では見たことのない

牛の心臓と言う名のトマトや、サトゥルニ

ーナ（小さい土星）と言う名の桃なども見

ることが出来ました。特にトマトが豊富に

見受けられ、枝付きは生食用・枝なしは加

工用とひと目でわかるように工夫されてい

ました。また、日本でも見受けられる様な

野菜などもありましたが、全体的にサイズ

が日本の物よりも大きく驚きました。 

そして、出荷方法が日本のように皆同じ

様なダンボールで蓋もしっかりとされてい

るのでは無く、お洒落な柄の入ったカラフ

ルなダンボールや木箱などに、小袋などに

も詰めておらず蓋もされていない状態のま

ま、どっさりと箱詰めされ出荷されていま

した。その為市場全体が明るく華やかな印

象を受けました。 

 
鮮やかな野菜と果物がいっぱい 

２ フランス 
（１）グリーンツーリズム関連施設 

 農家でありながら自宅を改装し食事や宿

泊を提供できる施設を完備し地元の人や海

外などからの受け入れを行っていました。 

 この地域は石灰石の土壌で、表層４０cm

が石だらけの土で、その下は岩盤のため乾

燥していて、米や野菜栽培には適さず、昔

から標高の違う２種類のラベンダーが生息

しており、今はこの２種類のラベンダーの

混合種であるラバンディンとの３種類があ

ります。この農園では耕作総面積２００㏊

の中で、ラベンダー・ラバンディン共に２

７㏊ずつ栽培し、その他麦と牧草を栽培し

ていました。 

収穫・加工方法はブーケ用ラベンダー４

㎏・ラバンディン６㎏は手で丁寧に収穫し、

３５０ｇずつ束ね逆さに吊るし乾燥させ約

１万本のブーケを作り、後は機械で収穫し、

ラベンダー１ｔとラバンディン１０ｔは自

然乾燥した後、茎と花を機械で分けラベン

ダーはハーブティーや料理用に、ラバンデ

ィンは匂い袋に詰めるそうです。        
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この農園は有機栽培なので食用として使

用することも出来るため、民宿で頂いた食

事にも至る所で使われており、とても良い

香りがして美味しかったです。 
 残りも機械で収穫し、２・３日自然乾燥

した後コンテナで工場に運びラベンダー５

００ℓ・ラバンディン２ｔのエッセンシャ

ルオイルを作るそうで、これら加工品は国

内外や自宅直売所で販売されていました。

また、日本にも輸出されているそうです。 
 フランスは湿気が少なく自然乾燥にとて

も適しており、良いなと思いました。埼玉

では湿気が多く、ラベンダーを自然乾燥し

ても上手く乾燥せず、すぐにカビが生えて

しまうことが多いのでとても羨ましいです。 

一面のラベンダー畑は圧巻 

（２）産直提携取組農家 
 耕作面積は１７㏊で５０品目の野菜を栽

培しており、じゃがいもが１番多く１.５

㏊で、他にもサヤエンドウや根セロリ等も

露地栽培していました。また、１.５㏊の

温室があり野菜や緑肥の他、水耕栽培でト

マトやイチゴ・ズッキーニ等も栽培してい

ました。 

 販売方法は、マルシェと自宅併設の直売

所・ＡＭＡＰ販売の３通りがありました。  

ＡＭＡＰとは農家と消費者が直接１年契

約を交わすシステムで、１つのＡＭＡＰ団

体に対し１軒の農家が契約するそうです。 

 この農家では、１０のＡＭＡＰ（４００

軒の家庭）との契約をしており年間生産の

１／４が売れるため、収入の目安が立ち機

械購入などの投資が出来るのが良いと言っ

ていました。訪れた日は、自宅併設直売所 

の営業日では無かった為、実際に販売や陳 

列風景を見ることが出来なく残念でした。 

温室のトマト１８段まで収穫 
まとめ 
 今回視察で訪れた先々は、自分の全く知

らない分野など何処も新鮮で日本との違い

に衝撃を受けました。国が違えばそこに適

した農業があり、土地の広さや機械の大き

さに驚き、気候や土壌などあらゆる物が違

うということを実際に見て実感することが

出来、とても良い経験をさせて頂いたこと

に大変感謝しております。また、研修だけ

ではなくエズ展望台から見た絶景や、自由

行動の時間など楽しく、良い思い出になり

ました。 
 そして、私は今まで農業に意欲的に取り

組む方々との交流が無かったので、今回一

緒に参加した研修団の方々と出会え、農業

への取り組む姿勢や考え、意見などを聞く

ことが出来たのもとても良かったです。 
 最後になりますが、今回の研修にご支援

頂きました各関係機関の皆様、並びに研修

を共に過ごした団役員の方々、サポート下

さった添乗員さんそして、研修生の皆様に

心より感謝とお礼を申し上げます。 
 本当にありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
大聖堂のステンドグラス綺麗だったな～ 
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海外派遣研修を終えて 
 

２班 所沢市  吉田 明宏  
 
 
 
 

はじめに 
 私は、大学卒業後１年間スイスで農業研

修を経て、就農し３年が経ちます。主にニ

ンジン・サトイモ、ホウレンソウを栽培し、

少量ですがズッキーニなど海外野菜を市内

のレストランに卸しています。 
今回の派遣研修でイタリア・フランス野

菜の栽培技術や、日本にはまだない品種な

どを見たいと思い参加しました。 
 

１ イタリア 
（１）有機ワイナリー 
 自社で有機栽培したブドウを醸造、販売

している農家を訪問しました。有機栽培１

２㏊、慣行栽培４．５～５㏊の面積で常時

２～３人が働いています。収穫期には季節

労働者のルーマニア人を雇っています。 
 案内をしてくれたズッチャーノさんは、

元から農家ではなく、１９７０年代に大学

の卒業論文を友人と始めましたが、現在は

ズッチャーノさん１人が経営者としてやっ

ています。有機栽培の認定を得るには３年

間慣行農法をしないといけないそうで、取

得後は有機栽培面積を増やしていきました。 
 ここの地域に伝わる農法（有機栽培に近

いもの）を参考に化学的なものは使わず栽

培しています。除草は、トラクターで株元

から１５㎝以降を耕し、株間は手作業で行

います。病害虫では、粉末状の銅を散布す

ることでうどん粉病を防ぎ、他の菌では硫

黄を散布するそうです。害虫防除には植物

のエキスを使い、スパゲットというメイガ

のメスのフェロモンを浸み込ませた赤い紐

状のものを枝にくくりつけていました。日

本のＩＰＭ防除に近いものだと思いました。 
圃場を見学したあとは、ワイナリーを見学 
し、ワインを試飲させてもらいました。 

 
説明をするズッチャーノさん（写真右） 

 
（２）欧州原産野菜農家 
 多品目の野菜を栽培しているパウロさん

の農場を訪問しました。赤チコリーは時期

的に栽培が終わっていましたが、トマト、

ナス・ブドウなど他のものを見させていた

だきました。トマトはピューレ用の品種を

栽培し、機械で定植、収穫期には１ヶ月間

モロッコ人を雇うそうです。ブドウではワ

イン用を栽培して醸造は委託、販売は敷地

内の直売所で行っています。 

 
ピューレ用のトマト 

その他の野菜は、朝に収穫して市場に売

っているそうです。ハバネロ・カボチャ・

唐辛子・根セロリ・ビーツなど多くの野菜

を見ることができました。特に根セロリは、

日本ではなかなか手に入らない野菜で、作 
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ってみたい野菜のひとつです。パウロさん

もこの辺では栽培が難しい野菜だと話して

いました。主にここから北の方で作られて

いるものだそうです。 
 
（３）地産認証制度（バルサミコ酢） 
 エミリアロマーニャ州モデナ県で伝統的

なバルサミコ酢を生産している農家を訪問

しました。モデナのバルサミコ酢は、「モ

デナから半径３０㎞の農家、原材料は地元

のブドウを使用、１２年熟成させる。」と

いう条件を満たしたものをモデナ限定のボ

トルに入れて販売することができます。使

用する赤白２つのブドウの割合は、それぞ

れの農家によって異なるそうです。今回訪

問したマルピーギ家では、赤ブドウ２割、

白ブドウ８割の割合で作っているそうです。 
 伝統的な作り方は、最初に２日間ブドウ

を煮て、出た煮汁を樽に入れ、発酵・熟成

させます。樽のふたはせずに発酵・熟成さ

せるのが特徴です。樽は、様々な木材を使

用して作られており、一般的には、クリ、

サクラ、クワ、オオク、ムロの５種類の木

材を使用します。最低でも５個の樽を使用

し、多いときには１２個の樽を使用するそ

うです。樽から１年間で蒸発する水分は約

１０％で、年々蒸発していくことから、樽

のサイズは小さくなっていきます。（下記

の写真参照）この樽から樽に継ぎ足す作業

を１２年間繰り返します。そして、出荷す

るためには、専門のソムリエによるチェッ

クが必要です。地元農家３０件による協同

組合があり、その協同組合の集荷場所にて

ソムリエのチェックを受けます。      
実際に試飲してみると、保存の年度によ

って様々な味を楽しむことができました。 

 
バルサミコ酢作りで使用する樽 

 

２ フランス 
ＡＭＡＰ取組農家 
ＡＭＡＰという消費者団体と契約を結ぶ

モーリスさんの農家を訪れました。５０年

前にモーリスさんの父親が始めた農園は、

現在５０種類の野菜を栽培し、露地１２㏊、

ハウス１．５㏊（一部暖房、水耕栽培）の

広さです。こちらの農家は有機栽培農家で

はないですが、化学肥料は一切使わず、除

草剤も半分に減らして、殺虫殺菌剤も使っ

ていません。パリ近郊では有機栽培農家が

ほとんどないため、モーリス家は有機栽培

農家に近い存在として、ＡＭＡＰと契約を

結ぶことができました。 
そもそもＡＭＡＰとは、日本の生協のシ

ステムを参考にして、フランス独自が作っ

た契約販売システムです。化学肥料を使っ

ていない野菜を購入したいという願いから、

消費者によって作られました。ＡＭＡＰと

農家それぞれ複数の相手と契約を結ぶこと

が可能で、消費者の希望に応じた場所で直

売を行うそうです。モーリス家では、２週

間に１回のペースでＡＭＡＰによる直売を

行っていて、そこから得た利益を、機械の

購入費に充てているそうです。 

 
水耕栽培によるズッキーニ 

 
まとめ 
９日間の研修を経て、私は様々なことを

学びました。そして、今回学んだことを経

営へ還元できるよう努めていきたいです。

中でも、水耕栽培でズッキーニを栽培する

ことや、加工品用の野菜の栽培方法を参考

に生かしていきたいです。 
最後に、関係者の皆様、団役員と研修生

の皆様、大変貴重な体験をありがとうござ

いました。 
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海外研修を終えて 
 

１班 上里町  造田 洸  
 
 
 
  

はじめに 

私は、埼玉県農業大学校を卒業して、上

里町にある（株）関東地区昔がえりの会に

就職しました。今年で２年目になります。 

主に加工業務用の野菜を栽培しており、

栽培作目は青ネギ、キャベツ、紫キャベツ、

ハクサイです。 

私は、将来独立して農業をしていきたい

と思っています。そのため、普段目にする

ことの出来ないヨーロッパの農業を実際に

見て、視野を広げたいと思い今回の研修に

参加させて頂きました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市場にて、トリュフ！ 

 
１ ６次産業化に向けた取組事例 

イタリアは、日本とは違い米を主食では

なく付け合わせやリゾットのように調理し

て食べる習慣があります。今回視察した米

農家は、主に加工業務用の米を栽培してい

ます。加工業務用の米は、丸い形をしたオ

リジナリオという品種です。 

 耕作面積は、３５０㏊で堆肥のみ使用し

た有機栽培を行っています。ここでは、９

０％有機栽培を行っている米農家１社と１

００％有機栽培を行っている米農家１社の

計２社の農家で成り立っています。                            

 栽培方法が日本とは違い、田植え作業を

行わずにすべて直播で圃場に播種している

と聴き驚きました。 

 また、５０ｔまで乾燥可能な乾燥機や１

日に６ｔまで精米させることのできる精米

機を保有しているなど、耕作している面積

の大きさだけではなく、機械や施設の規模

にも驚かされました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

デカイ機械 

 
２ 有機ワイナリー 
この有機ワイナリーでは、ワインの製造

だけでなく原料となるブドウの栽培も行っ

ています。 

ここのブドウ農園の面積は１２㏊で、そ

のうち５㏊は、無農薬で栽培しています。

そのため、無農薬栽培ならではの防除方法

など話を伺うことが出来ました。害虫と病

気の防除については、銅と粉状の硫黄を散

布することで病気や菌の殺菌と予防をして

います。害虫に関しては、ペレートロとい

う植物エキスの散布とスパゲットという害

虫のメスのフェロモンが入っている紐状の

資材を使ったフェロモントラップで害虫の

発生を抑制しています。 

ワイン造りで大切なことは、収穫してか

ら製品になるまでの製造期間が短い方が良

く、ここでは収穫後７～８日で製造を終え

て製品にしています。ワインを試飲させて
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いただきましたが、とても飲みやすくて美

味しかったです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ワインいただきます 

 
３ 産地認証制度（ＤＯＰ）取組事例 

 ＤＯＰの認証を受けている、イタリアの

モデナにある、バルサミコ酢製造と販売を

行っているところへ視察に行きました。 

 ＤＯＰの認証を受けるにあたり、いくつ

かの条件が課せられていました。それは、

原料となるブドウはモデナの半径３０㎞以

内で栽培されたものを使用すること。モデ

ナが認めている形のボトルに完成した製品

を入れること。最低１２年間樽の中で熟成

させること等です。これらを満たさなけれ

ば認証を受けることが出来ないそうです。 

 ブドウ液だけを使い、熟成させるための

樽は、蓋をしないで中のブドウ液を常に空

気に触れさせて自然な形で発酵させる、昔

ながらの伝統的な方法にこだわって製造し

ていました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
バルサミコ酢の貯蔵風景！ 

 ここでの視察の最後にバルサミコ酢の試

飲をさせていただきました。熟成させて新

しい８年ものから古い５０年ものまで試飲

させていただきましたが、熟成させた期間

が長くなるにつれて、味に深みが増してい

るように感じました。 
 
４ グリーンツーリズム施設 
 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、その地域の人々との

交流などを楽しむことが出来る滞在型の余

暇活動のことです。 

 ここでは、耕作面積が２００㏊の広大な

土地でラベンダーの無農薬栽培を行ってい

ます。ラベンダーは、挿し木で増やし育苗

しており、１㏊あたり１万２千本の挿し木

をしています。１０年のスパンで栽培し、

その後麦か牧草を栽培することで輪作させ

ています。 

 収穫したラベンダーは、干されてエッセ

ンシャルオイルの製造を行っている工場に

出荷しています。一番に驚いたことは、ラ

ベンダーの生えている圃場全体に石ころが

転がっていたことです。この石ころは、石

灰石でさらに圃場の約４０cm下は、アルカ

リ性の岩盤にぶつかるそうで、どの圃場も

極度のアルカリ性になっているそうです。

さらに、乾燥もしているためラベンダーし

か栽培できないようです。 
 
まとめ 

 今回の９日間の研修でヨーロッパの農業

を自身の目でしっかりと見ることが出来て、

とても有意義なものとなりました。 
 ヨーロッパでは、日本とは違い農薬を一

切使用しない有機栽培が普及しつつあり消

費者、生産者共に食の安心、安全への意識

の違いを感じることができました。 
 農業に関したことだけではなく、日照時

間の長さや食の文化の違いなど多くのこと

が日本とは異なり驚くとともに自分の視野

を広げることが出来ました。 
 最後になりますが、今回の研修をご支援

していただきました関係者の皆様、団役員

と一緒に参加した研修生の皆様に心より感

謝を申し上げ、研修の報告とさせていただ

きます。ありがとうございました。
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海外研修を終えて 
 

２班 上里町  宮澤 将生  
 
 
 

 
はじめに 
 私の会社ではキャベツ、ハクサイ、青ネ

ギ、レタス等外食チェーン向けの業務用野

菜を栽培しており、これからの会社の可能

性の一つとして、６次産業化というテーマ

には興味がありました。 
 今回私が研修へ参加をさせていただいた

のは、６次産業化はもちろん、ヨーロッパ

の先進的な農業やマーケットを直接自分で

見て、聴いて、感じて将来の自分の経営に

活かせればと思ってのことです。 
 

 
高速道路にて、トラクターがいっぱい！ 

 
１ ６次産業化及び有機栽培への取組事例 
 ブドウ農家のルチアーノさんが経営され

ている有機ワイナリーは、１９７０年前半

に立業し、ブドウ栽培からワインの製造、

販売に取り組んでいます。この農場では当

時、大学生時代に卒業論文の課題にしよう

と訪れたルチアーノさんに、地域の方々が

歴史あるこの町のブドウを絶やさないため、

是非この畑を継がないかと持ちかけられた

のがはじまりだったそうです。 
 ここで栽培されるブドウは１２㏊で、そ

のうちの４．５～５㏊が有機栽培になって

います。 
 有機栽培であるため当然農薬は使用でき

ず、銅や粉状の硫黄で消毒します。この銅

はブドウの実の中まで浸透することがない

ため有機栽培に用いられるとのことでした。

また、イニョーラというブドウの果実の中

に侵入してしまう害虫の対策として、スパ

ゲットという道具でフェロモン誘引したり、

ピレートロという植物のエキスを使ったり

していました。 
 実際にここのワインを試飲させてもらい

ましたが、研修中に飲んだどのワインより

もおいしく、おみやげに購入させていただ

きました。 
 

 
きれいにパネル状に並んだブドウ 

 
２ 産地認証制度 
 イタリアのモデナにある農家を視察しま

した。ここは歴史あるブドウ農家で、バル

サミコ酢の製造を行っています。そして、

ここで作られるバルサミコ酢は、ＤＯＰと

呼ばれる産地認証制度を受けています。 
 ＤＯＰとは日本語に直すと保護指定原産

地呼称といい、その地域の原産であること

を表すものです。このＤＯＰの条件として、

モデナ市から半径３０㎞以内で、モデナの

ブドウのみを使って作られたものである必

要があります。 
 ここでは１８５０年からバルサミコ酢が

作られており面積は４０㏊、バルサミコ酢

はすべて自分のブドウから精製しているそ
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うで、協会の中で一番長く、一番の大手で

あるそうです。 
バルサミコ酢の製造法ですが、収穫して

すぐ赤と白のブドウを２日間煮て、煮汁を

５種類の決められた樹でできた樽を使い、

それぞれ独自の順番で樽に入れます。この

ときに樽に入れる順番が各農家の独自の香

りを生み出し、この順番をバッテリーと呼

びます。バッテリーは最低５つですが、多

い場合には１５個組むこともあり、この煮

汁は最低でも１２年間は樽のなかに入れて

おく必要があります。酢は常に常温で空気

に触れている必要があり、屋根裏でこの作

業を行っています。 
 これだけこだわりぬいて造られたバルサ

ミコ酢は、プロにテイスティングしてもら

い、協同組合に認められることで、組合専

用のボトルに詰めることができ、ＤＯＰマ

ークを掲げて販売されていきます。 
 

 
高い樽では４０００万ユーロもするそうです 

 
３ グリーンツーリズム 
 フランスのアヴィニョンの標高９５０ｍ

の山でラベンダーを栽培している農場を視

察しました。 
 もとは牧畜をしていましたが、山に狼が

発生し被害があったことを受けて牧畜をや

めて、それまで牧畜用の飼料作物を作って

いた畑の一部を利用してラベンダー栽培に

取り組むようになったそうです。 
 耕作面積は約２００㏊で、うちラベンダ

ーが５０㏊、飼料作物が１２０㏊となって

います。ここでは２品種のラベンダーを栽

培しており、一般的なラベンダーであるア

ングスティフォリアの他にラバンディンと

いう品種も栽培しています。このラバンデ

ィンは、出荷の時期が少しだけずれること

から栽培しているそうです。この地ではも

ともと地表面に石灰石が転がっており、４

０㎝より下には岩盤があることから強いア

ルカリ性の土であるために、麦やラベンダ

ーくらいしか栽培できないそうです。 
飼料作物は他の農家さんに販売しており、

ラベンダーはエッセンシャルオイルとして

売るほか、匂い袋、ハーブティーや料理、

ブーケなどの用途で売られるそうです。 
 グリーンツーリズムの宿泊施設では、こ

れまで泊っていたホテルと遜色ない充実し

た施設となっていることに驚きました。グ

リーンツーリズムの条件のひとつとして、

その農家で作られてた作物を使った料理を

出す必要がありますが、この日の夜は彼ら

と仲間の農家が作った小麦やチーズなどを

使った料理がたくさん食べられました。 
 

 
香りがちがう２品種のラベンダー 

 
まとめ 
 今回の研修ではＤＯＰやＡＭＡＰ、有機

栽培農家や６次産業化への取組など、商品

に付加価値を付けるなどの特別な販売を行

っている農家が多かったと感じました。 
 どの視察先も売るための工夫と努力をし

ており、海外の農業を初めて見る私に、規

模だけではない海外農業の大きさを学ばせ

ていただきました。 
 今回の研修で学んだことは、将来独立し

て農業をやっていく上でのとても良い経験

になったと感じています。 
 終わりに、今回の研修にご支援頂きまし

た各関係機関の皆様、並びに団役員、研修

生の皆さまに感謝を申し上げ、研修の報告

とさせていただきます。 
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海外研修を終えて 
 

２班 深谷市  小暮 恵里  
 
 
 
 

はじめに 
 私は、深谷市にある「マルチファーム」

で働き始めて３年になります。主にミニト

マト・コマツナ・ネギを栽培し、エコファ

ーマーの認定を受け、環境に優しい農業を

実践しています。 
 農業先進国であるヨーロッパの有機栽培

を視察すること、その他にも見て・聞い

て・感じることを今後、マルチファームで

活かせたら、と思い研修に参加させていた

だきました。 
 今回研修で特に印象に残った視察先につ

いて報告します。 
 
１ フランス 
（１）６次産業化有機ワイナリー 
 この会社では、１９７０年代に耕作放棄

されたブドウ畑を引き継ぎ、栽培面積は１

２㏊の有機栽培、４．５～５㏊慣行栽培し

ています。 
有機栽培では、１９７０年代の栽培伝統

を引き継ぎ、除草剤を使用せず自然由来の

肥料を使った栽培を行っています。除草方

法は、株間は３０㎝掘り起こし、畝間は雑

草を粉砕するだけだそうです。また、毎日

見回りをして、フェロモントラップの虫と

病気の木がないかを確認して、早めの手当

てで被害拡大を防ぐようにしているそうで

す。 

ブドウの収穫は糖分と酸味とのバランス

を見て、良い時に収穫します。収穫したブ

ドウは、酒蔵に運ばれ、実をつぶし、ワイ

ンへ加工されていきます。収穫してから実

を潰すまでの時間が短いと良いワインが出

来るそうです。 

農場に併設された酒蔵では、ワインの直

販もされていました。 

有機栽培だけでも大変なことなのに、加

工・販売まで行っていて、すごいと思いま

した。 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

販売されていたワイン 
 

（２）ヨーロッパ産ＤＯＰ 
 ＤＯＰとは、伝統食材に対し、品質管理

と産品保護のため地域を指定した上、基準

を満たすもののみに、特定原産地の名称を

付して販売することを許可する制度のこと

です。 

 今回視察させていただいたマルピーギ家

のバルサミコ酢は、モデナ市内半径３０km

地域の指定されたブドウを使わなければな

らない上、樽の中で 低でも１２年熟成さ

れなければいけないそうです。ボトルやラ

ベルも指定があり、出荷前に共同組合が味

のチェックをして認められなければボトル

詰めも出来ないという条件もありました。 

バルサミコ酢は、煮詰めたブドウの煮汁

を木樽に入れて熟成させます。年に一度容

器の移し替えを行います。樽によって木が

違うので、香りも変わってくるそうです。

生産するファミリーによって樽の種類が変

わるため、同じ味にはならないそうです。 

 伝統を守り続けるのには、並大抵の努力

ではできないと感じました。 
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木樽がたくさん 

 
３ フランス 
（１）ＡＭＡＰ取組農家 
 ＡＭＡＰとは日本の産直システムを参考

に始まった、生産者と消費者が契約を結ぶ

提携システムです。契約は年間契約で、生

産者は、消費者の求める野菜を栽培するよ

うにします。 

この農場では１７㏊で５０種類の野菜を

栽培しており、マルシェ（市場）とＡＭＡ

Ｐを併用していました。ＡＭＡＰ はマル

シェと違い、どの位売れるか予想が出来る

ので、農業機械を買う財源になっていて、

ＡＭＡＰなしではやっていけないとのこと

です。 

 ＡＭＡＰは有機栽培農家と契約傾向があ

りますが、この農場は稀な有機栽培ではな

い農家だそうです。しかし、有機栽培に近

い栽培方法をしており、ＩＳＯ１４００１

を取得するなど、環境を大切にする意識が

高い農家でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１００％有機の土 

 

（２）グリーンツーリズム施設 
グリーンツーリズムとは農村地域において

文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇

活動のことです。 

シャトー・ガベルのお城は、２００㏊の

有機農家でラベンダー・麦・牧草を栽培し

ています。年間１，０００人が民宿に泊ま

りに来るそうです。夜にはラベンダーを使

った料理を振る舞ってもらい、シャトー・

ガベルの家族、近所の農家のおじ様たちと

楽しい交流会を過ごさせていただきました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農家民宿でお世話になった家族＆近所のおじ様 
 
まとめ 
 今回の研修は、人生初の海外ということ

で、ヨーロッパの農業はもちろん、文化・

歴史など見るもの、聞くもの、感じるもの

全てが新鮮で貴重な経験となりました。 

様々な農業経営を視察し、栽培方法・販

売方法について勉強させていただき、自身

の視野を広げることが出来たと思います。 

ヨーロッパは、環境・有機栽培の意識が

高く、スーパーの食品コーナーで、たくさ

ん有機マークを目にしました。また、梱包

していない野菜の量り売り、不揃いな形で

も買われていく野菜をみて、日本とヨーロ

ッパの消費者意識の違いを感じました。 

今後は、研修で学んだことをマルチファ

ームで活かせるよう努力したいと思います。 

後に、この研修に送り出していただい

た福島政治社長はじめマルチファームの皆

様、ご支援していただきました埼玉県農林

公社をはじめ、各関係機関の皆様、また、

９日間一緒に過ごした団役員の方々、研修

生の皆様に感謝を申し上げます。 
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海外研修を終えて 
 

１班 加須市  田村 泉  
 
 
 
 

はじめに 
 私は、専業農家の家庭で育ち、調理師専

門学校を卒業後、洋菓子店勤務（３年）、

その後も調理の仕事に携わってきました。

そのような経験を活かし、現在は、田部井

バラ園（米、小麦）の加工部を担当してい

ます。 
今回、ご縁もあり、このような海外研修

のお話を頂き、今後の活動に活かせるよう

な経験、体験になれば良いと考え、参加を

希望させていただきました。 
 表敬訪問時に、高山部長が言っていた、

「五感を研ぎ澄ましての研修。」という言

葉を胸に、不安と期待で始まった海外研修

の報告をさせていただきます。 
１ イタリア卸売市場とスーパーマーケッ 

ト（ミラノ）について 
 ソジェミ（ＳＯＧＥＭＩ Ｓ．Ｐ．Ａ）

市場は、敷地面積８９０，０００㎡、年間

取扱量はおよそ１００万 t になる、ミラノ

で 大の青果市場です。毎週土曜日の午前

中は一般の消費者も利用ができるそうです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沢山の野菜や果物 

 チコリやアーティーチョーク、パプリカ、

ズッキーニ他、多種多彩の西洋野菜、果物

が木箱やケースに入り、家庭の台所やレス 

トラン、あるいは外国への通過点として集 

まっていました。 

 イタリアといえば、トマト！やはりトマ

トの種類はとても多く感じました。 

 世界には３２０種類もあるといわれてい

るトマトですが、一番印象的だったものが、

「クオーレ・ディ・ブエ」牛の心臓という

意味の名前を持つトマトです。とても大き

く、しっかりとした食感のようです。今回

は、食すチャンスが無かったので、いつか

食べてみたいと思います。 

 ミニトマトは枝付のものが主流だったよ

うに思います。 

 スーパーマーケットでの野菜たちは、一

個からの量り売りでした。山積みにされた

野菜や果物から、好きなものを好きなだけ

袋に入れ、量りにかけて、バーコードを出

し、レジで精算をするスタイルでした。自

分でも、ミニトマト（女性陣でシェアして

３種）と平桃（ペシュ・プラット）を購入

してみました。トマトは３種類とも違った

容姿に食感、味で、平桃は、実がしっかり

と歯応えが有り、味は甘く、香も良かった

です。白桃よりもさっぱりと食べられる感

じでした。どれも美味しくいただきました。

このような売り方も良いと感じました。 

２ 有機栽培でのワイン造り 
 １９６０年代後半に設立されたワイナリ

ー（ＧＲＵＰＰＯ ＶＩＧＮＡＩＯＬＩ）

を見学させていただきました。ここでは日

照時間が長いため、良質のブドウができる

そうです。 
大部分が除草剤や化学肥料を使用しない

有機栽培を行っているため、害虫や病気の

対策として、硫黄や銅、天然の殺虫剤（植

物エキス）などで対応しているそうです。 
ブドウの栽培から醸造、販売までを、一 

貫して見学する事ができ、とても良い経験 
ができたと思います。 
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ぶどう園の様子 

３ 産地認証制度の取組事例について 

 ＤＯＰ認証バルサミコ酢とは、モデナ市

３０㎞以内の地域で作られているブドウの

みを使用し、煮詰めた果汁を木樽（桜、栗、

オーパ、クワ、ムロ）へ移し、容器の移し

替えをしながら、長期間（５年～２５年以

上）発酵、熟成させたものです。なおかつ、

協同組合（加工用のボトルを所有）で味を

認められ、モデナでボトル詰めされた物の

名称です。この中の一つでも欠けてしまう

ことは、許されないということでした。 

 案内をして下さったモニカさんの説明か

らは、伝統と格式、自信と誇りが感じられ、 

バルサミコ酢の味の深みを、より一層感じ

られたように思います。（見学後に試飲を

させていただきました。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 

      屋根裏部屋で熟成中  

４ フランス グリーンツーリズム施設に 
ついて 

 ラベンダー栽培と宿泊施設を家族で経営

するミッシェルさんの案内で、広大な敷地 
をまわりながら、ラベンダー栽培の説明を

受けました。 

 見渡す限り広がるラベンダー畑と、碧く

広い空との間に建つ、小さなお城のような

建てものが「シャトー・デ・ラ・ガベー

ル」でした。部屋の鍵から間取りまで、そ

れぞれがとても可愛く感じられました。食

事はお母さん（マーガレットさん）の温か

みが感じられるような内容で、ラベンダー

を使った料理、デザートなどもあり、とて

も美味しくいただけました。レストランの

隣には、ラベンダーの石鹸や、オイル、飴

などの加工品販売コーナーが有り、とても

良い雰囲気の施設でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

お城でいただいた夕食 

まとめ 

 研修が始まってから、終始、異空間へ来

てしまったように感じていました。そんな

中で、たまに目にする日本のモノが不思議

に思え、同時に誇りにも感じました。石畳

が続く、アルルの街のＢａｒで見た日本酒

（樽）、パリの街で見た日本茶のお店に

「札幌ラーメン」の看板。まだまだ日本に

は伝統ある、誇れるものが沢山あると思い

ます。そんなモノを、改めて日本人が認識

をし直し、自信を持って発信するべきだと

も思いました。 

 今回の研修では、自分の五感を信じて、

様々なものを見て、聞いて、感じてきまし

た。これらは、私にとってとても貴重な経

験になったと思います。 

あらためて、関係者の方々、団役員の皆

様に、感謝とお礼を申し上げます。そして、

９日間、共に過ごした研修生の皆様、背中

を押してくれた家族に、感謝をいたします。 

本当にありがとうございました。 
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９日間の海外研修を終えて 
 

２班 吉川市  川端 夕子  
 
 
 
 

はじめに 
私は今、特定認定農業者である、のりす

株式会社に勤務しており、農の雇用事業の

採択を受け、農業研修を受けております。 
今まで、農家の手伝いや、有機ＪＡＳ認

定検査員の研修を受け、検査員として活動

したりなど、農業に間接的に関わってきま

した。しかし、去年から農業研修という形

で畑と本格的に向き合うようになりました。 
そのなかで、より農業に対する視野を広

げたいと思い、この海外研修に参加を希望

しました。 

 
機械の大きさに驚き 

 
１ ヨーロッパと日本の違い 
イタリア、フランスを訪れて驚いたこと

は、規模の大きさの違いです。見学に行っ

た所がたまたまそういう所であったのでは

ないかと思っていましたが、バスで移動中

も北海道の牧草地帯を走っているかのよう

な広大さでした。有機で野菜を作っている

個人農家パウロさんですら１０ｈａという

広さでした。この規模を季節労働者は雇っ

てはいますが、ほぼ１人でまわしていると

いうのですから信じられませんでした。そ

れに伴って、各視察先にあった機械の大き

さも桁違いでした。 

また、気候も栽培に大きく影響していま

した。夏でも湿度が低く、ハウスにアブラ

ムシが発生しても、日本ほど大発生するこ

となく、トマトの収穫が出来るという話を

聞きました。だからこそ、単作でも、有機

栽培を行うことができるのではないかと 

思いました。 

 
市場で売られていた状態で店頭に並ぶ野菜 

 
２ 有機認証制度の浸透 
 今回の研修で一番興味深かったことは、

欧州では、有機認証の認知度が日本より格

段に浸透しているということでした。 

日本では有機農地が０.２％程度という

中、欧州では約２０％もあるそうで、この

数値の違いに驚きでした。また、今回の視

察先の多くは有機認証を取得していました。

米加工業者は９割（２社経営しているう

ち）、ワイン製造会社は約６割が有機農地

ということでした。また、個人農家パウロ

さん宅では自家製トマトソースにＢＩＯマ

ークがついていました。フランスのラベン

ダー農家でも有機栽培を行っているという

ことでした。 

 ３日目に宿泊したボローニャのホテルで

の朝食時、パンに付ける蜂蜜が小瓶に入っ

て置いてありました。これにも有機認証の
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表示があり、本当に身近に制度が浸透して

いるということが伺えました。 
 
３ ＤＯＰ（保護指定原産地呼称） 

原産地が明確な商品に与える、政府のい

わば「お墨付き」ともいえる認証制度。バ

ルサミコ酢は、レッジョエミリアと、モデ

ナのみ取得しているそうです。 も厳しい

認証で特定の地域において、伝統的な製法

で、生産・加工された製品であることを認

証しているものです。 
 今回視察したバルサミコ酢は、伝統的な

製法を続けていました。酢は常温で管理さ

れ、作るのに５つ以上の樽を使用します。

煮詰めた葡萄果汁は一番大きい樽に入れ、

蒸発した１０％分をつぎ足すため、１年ご

とに小さい樽に移します。 
 こうして出来た５年ものから５０年もの

のバルサミコ酢を試飲させて頂きました。

味の違いは歴然で、年数が多くなるにつれ、

濃厚さと甘みを感じ、伝統の重さを舌で実

感しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

バルサミコ酢の伝統的製法 
 
４ 意識の違い 
 視察先を訪問して、よく耳にする言葉が

ありました。 
 
「お客様が希望するから作物を作る」 

 
米加工業者のカールさんは、「消費者が

有機栽培を望んでいるから切り替えた」と。 
ＡＭＡＰ取組農家のモーリスさんも、

「消費者に何が欲しいのかを聞いて、その 
形で作っていく」とおっしゃっていました。 

この消費者のニーズに添って農産物を作

る。そして、よりクオリティの高い物を、

という意識があるのではないかと思いまし

た。それは、ＥＵ全体で環境に配慮する栽

培方法を推進しているだけでなく、個々の

消費者の意識から、その栽培方法が支持さ

れ、さらには有機栽培が広がるということ

に繋がっているのだと思いました。 
意識の違いとして、感じられた点として

もう一つ、加工品の原材料表示の主原料に

パーセントが表示されていることには驚き

ました。調べてみると、タイでもその表記

はされているということでしたが、これは

製造者にとってかなり勇気のいる表記であ

るに違いありません。しかし、それ以上に

消費者が望むからこそ、こういった表記に

されることに他ならないと思いました。 
 
まとめ 
 日本と欧州では、気候や制度に違いがあ

り、視察当初、どれも日本に持ち帰って活

かすことができないようにも思えました。 
しかし日本では、規模は小さいながらで

も四季折々、その土地の条件を 大限に活

かした農業を行っており、たくさんの種類

の野菜を育てることが出来ます。 
お客様のニーズに合った農産物作り

を・・・というとても根本的なことを改め

て実感したこの海外研修。 
私が働いている吉川市では、個人経営で

大変人気のあるお店が多くあります。その

お店にはお米のみ卸している状況です。今

後は、各お店のニーズにあった野菜を少量

多品目で作って行けたらと考えております。

また、一緒に行った研修生の中には、欧州

野菜を栽培し、レストランに卸している方

もいるそうです。私も今後は欧州野菜作り

にチャレンジしてみようと思います。そし

てこの研修で出来た繋がりを大事にし、幅

広く農業を展開していきたいと思います。 
後になりましたが、今回の研修参加に

ご支援頂きました関係者の皆様、並びに団

役員や研修生の方々に感謝を申し上げ、研

修の報告とさせて頂きます。 
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ヨーロッパ研修を終えて 
 

 ２班 三郷市  篠田  和宏  
 
 
 
 

はじめに 
 私は、三郷市で水稲を中心にコマツナや

エダマメなどの野菜を栽培しています。 
 この研修では、ヨーロッパの農業を実際

に見ることで、これからの農業経営におい

て参考にできればいいと思い参加を決めま

した。また、イタリアで水稲の視察がこの

研修での大きな楽しみのひとつでした。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パーキングで遭遇 

 
１ イタリアの水稲栽培 
 ３５０㏊の水田を、ほぼ全て有機栽培し

ている農家を視察しました。栽培期間は４

月～９、１０月で、栽培している品種はオ

リジナリオとカルナローリという品種、従

業員は１０人程度で水田作業をするのはわ

ずか３人だそうです。また、客のニーズに

あわせて栽培し、そのほとんどをヨーロッ

パ中心に輸出しています。 

 栽培方法は直播で、現在は播種をしてか

ら水を入れる方法が主流になっているそう

です。追肥をトラクターで行うことと、コ

ンバインの大きさには驚きました。乾燥か

ら精米まで、作業は日本と大きな差はあり

ませんでした。梱包は２５～１，０００kg

と客のニーズに合わせて行います。 

 今、籾殻を利用した籾乾燥を計画してい

るそうです。現在籾殻は発電所に売ってい

ますが、これから籾殻を燃やして温水を作

りそれを利用して籾を乾燥させるための施

設を計画中とのことです。費用は施設が６

５万ユーロで、中の設備に１５０万ユーロ

を予定しているそうです。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

追肥用のトラクター!! 

 
２ ワイン農園では 
 １９７０年代前半に大学の友人と２人で

ブドウの栽培を始め、今は１２㏊で有機栽

培しています。有機認証を受けるには３年

間は慣行農法を行わなければならないそう

です。 
 ブドウの病気には銅や硫黄の粉末を使い、

害虫には植物由来のエキスや、メスのフェ

ロモンが材料のものを使います。剪定は最

初手で行って、その後は機械を使って行う

そうです。収穫は９月頃に、糖分と酸味の

バランスがいい時を見極めて、手摘みで行

います。収穫したブドウは斜面に建ってい

る工場に持って行き、潰してタンクの中に

入れ、何回も循環させながらワインとなっ

ていきます。有機栽培は、経費はそれほど

かからないが、人件費がかかるとおっしゃ

っていました。見学後試飲をしましたが、

とても飲みやすかったので購入しました。 
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３ ＤＯＰについて 
 バルサミコ酢のＤＯＰ認証を受けている、

マルピーギ家を訪問しました。バルサミコ

酢の原料はブドウで、２日かけて煮た液の

みだそうです。この煮汁を５種類の木で作

った木樽で屋根裏に置いて、大きな木樽か

ら小さな木樽へと順に移しながら長年熟成

していきます。この木樽は長いもので１５

０年も洗わずに使用していています。また、

この木樽の並べ方は各生産者によって違う

そうです。 

ＤＯＰの認証には、モデナ３０㎞以内で

作ることや、上記のような方法で１２年以

上熟成させることなど、厳しい審査がある

そうです。この審査をするバルサミコ酢の

協同組合があり、そこで認められると組合

が保有しているＤＯＰ認証の瓶に入れられ

て梱包されて出荷されます。熟成期間(１

２年と２５年)によって瓶上部の梱包の色

が違います。２５年熟成ものになるとブド

ウの煮汁１３０ℓ から５本しかできないそ

うです。 

 バルサミコ酢の試飲を行いましたが、２

５年熟成になるととろみ具合がかなりあり、

１滴出てくるまでに時間がかかるのに驚き

ました。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

並べ方は企業秘密 

 
４ グリーンツーリズム 
 ミッシェルさんが栽培しているラベンダ

ー畑を視察しました。標高９５０ｍで２０

０㏊の畑でラベンダー、ラバンディン、麦、

牧草を栽培しています。標高が高く、石灰

石のためこれらの作目があっているそうで

す。ラベンダーは種で、ラバンディンは挿

し木で量を増やして、収穫は用途によって

手摘みと機械の２通りで行います。 
 宿泊の施設は、１２世紀の建物で１９６

３年に引っ越して、ラベンダー畑を管理し

ながら徐々に修復して現在の形になってい

るそうです。 
 夜はミッシェルさんやマーガレットさん

の一族と意見交換会をしました。最初は言

葉が通じず緊張しましたが、時間が経つに

したがって盛り上がり、いろいろな意見交

換ができました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ゴロゴロした畑 

 
まとめ 
 今回の９日間の研修では実際にヨーロッ

パの農業を五感で感じることができたこと

は貴重な経験でした。また、ヨーロッパの

文化や歴史に触れられたことも大きな経験

となりました。 
 訪問した農家は規模が大きくて、日本と

は単純に比較はできませんが、有機栽培に

ついてはどの農家も積極的に力を入れてい

ました。また、ＤＯＰやＡＭＡＰなど様々

な経営努力をしているのに対し、まだまだ

私自身もできることがあると認識させられ

ました。特にイタリアの米農家で、籾殻を

使って米を乾燥させる技術があるのを知り、

これから導入できる可能性を感じました。

この９日間で得られたものを参考に、これ

からの農業経営に生かしていきたいと思い

ます。 
 最後に今回の研修で支援をいただいた各

関係機関の皆様、団役員の方々並びにこの

研修で出会えた最高の仲間に多大なる感謝

と御礼を申し上げます。 
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海外研修から得た布石 
 

１班 三郷市  島田 悟史  
 
 
 
 

はじめに 
 私は就農７年目になりますが、個人農家

としての農業の為、経験が乏しいと日々考

えていました。そこで今回海外研修という

斬新な経験をするチャンスを与えられまし

たので、五感と想像力を駆使してたくさん

のことを吸収するつもりで参加しました。 

 
バスの守護神！？ 

 
１ イタリア 大規模米農家 
 この農家では形が日本の米によく似た丸

めの米「オリジナリオ」を有機農法で栽培

しています。なぜ有機栽培かと問うと、消

費者の要望に応える気持ちと販売価格を上

げる為に生産量の９５％はバイオとのこと

です。消費者の「食の安全」への関心がう

かがえます。 
生産面積３５０㏊に対して収穫量が２，

１００ｔ（６ｔ／㏊）になりますが、これ

をオーナーの指示の下、作付けから精米ま

で専門知識のない７人で行なっている事に

は驚かされます。日本でもまとまった土

地・設備が揃えば同じ農業ができるのかは、

私の大きな関心事項になりました。 
 さらに、生産工程で出た糠は家畜の飼料

として販売したり、今後の取組として藁か

らガスオイルをとり米の乾燥に使ったり、

籾殻を燃やして温水を作り発電させたりと、

徹底的に効率を図り、環境にやさしい仕組

みづくりを考えていると感じました。また、

新事業にチャレンジする精神力には脱帽で

す。 

 
巨大コンバイン 

 
２ イタリア 有機ワイン農家 
 昔、この辺の土地は農業で生計を立てる

には決して恵まれてはいませんでした。大

都市ミラノに近い為、農業人口が少なくな

り一度廃地になった程です。それをここの

オーナーが買い取り、今では１２㏊（有

機）＋４．５㏊（農薬使用）の土地でブド

ウ栽培を行なっています。 
 見学した場所は有機農法のブドウ畑で、

ブドウ棚は昔の屋根状ではなく作業のしや

すい縦パネル状（高さ約１８０㎝）になっ

ています。ふと足元を見ると、日本では考

えられないくらい雑草が生えていましたが

有機農法では雑草はひっくり返す程度で良

いようです。 
 病気対策は銅や硫黄を使う程度で、害虫

対策の場合も農薬を使えないので「ピレー

トロ」という除虫菊のエキスを散布したり、

虫取り粘着シートを吊るすくらいです。こ

の辺は日本の有機農法とたいして変わらな

いと思います。有機農法を農薬使用の場合

と比べると、害虫対策コストは安くて済む

が、草取りなどの人件費は高くつくとのオ

ーナー談話がありました。 
 この農家ではワインへの加工・ボトル詰

め・販売まで一貫して行なっています。加
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工の際の発酵に関して、酵母は人工的なも

のを使うのではなく皮にある自然の酵母を

利用しています。また、発酵はデリケート

な為、タンクは２０℃を越えないように温

度管理されてあり、圧力も一定となってい

ます。ボトル詰めの際も圧力をタンク内と

同じにする徹底ぶりです。 
 日本にも同じような仕組みで有機ワイン

の６次産業を行なっている所もあると思い

ますが、私自身視察するのは初めてでした

ので、たいへん勉強になりました。なには

ともあれ試飲したワインはおいしかったで

す。 

 
チンチーン！（乾杯） 

 
３ フランス ＡＭＡＰの仕組み 
 パリ近郊のこの農家では作物の出荷方法

が３つあります。①自分の農場隣接の直売

所で売る。②マルシェと呼ばれる市場へ作

物を持参し顧客へ直接販売する。③ＡＭＡ

Ｐを通して販売する。この３つです。今回

は仕組みができて年月の浅いＡＭＡＰにつ

いて、たいへん興味を惹かれました。 
ＡＭＡＰとは農家の団体ではなく消費者

団体です。１つのＡＭＡＰの団体と、１つ

の農家が年間契約する仕組みですので、農

家は消費者が必要なさまざまな作物を作ら

なければなりません。この農家ではＡＭＡ

Ｐ１０団体と契約を交わし、約４００軒分

の食材を確保しています。開催頻度は２週

間に１回の割合だそうです。 
消費者側のメリットは、主に有機栽培農

家と契約する為、作物の出所がわかり、且

つ食の安全が約束されます。農家側のメリ

ットは、数年同じ契約をすると販売数の予

見ができ収入が安定するので、機械購入時

の金銭的な安心感があるということです。 
今回はフランスにおける、有機栽培に対

する意識の高さを認識することができまし

た。消費者側が有機栽培への理解、関心が

高いという特徴を充分に生かした制度だと

思います。残念ながら日本では有機栽培に

こだわる消費者はフランスほど多くないの

で、日本では日本なりの消費者が関心を引

く部分にスポットを当てた消費者団体がで

きれば面白いと思います。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

農場隣接の直売所 

 
まとめ 
 イタリア・フランスの土地は日本に比べ

て一言で言うと広大だということは行く前

から想像できたことですが、いざ現地に赴

くと、平地の恵まれた土地もあれば斜面の

土地、石ころだらけの土地もあり、さらに

当然気候の違いもあり、環境の違いは様々

でした。ですが、それぞれの置かれた環境

で有利な条件・有利な作物を見いだし、さ

らに一歩進んで付加価値を付けることによ

り、高値販売を実現してきたことに感銘を

受けました。 
 ひとつの農家としての規模の大きさ、機

械での工場化、ブランドの優位性、食の安

全への取組は今回の海外研修で知った私の

財産です。 
 逆に日本の農業の良さも再認識できまし

たので、今後は顧客心理を考えた収益の上

がる農業を目指していきたいと思います。 
最後になりますが、今回の研修をご支援

いただきました関係機関の皆様、団をまと

めていただきました団役員の皆様、個性的

な研修生の皆様に感謝を申し上げ、研修の

報告とさせていただきます。 
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海外楽しみだな  むにゃむにゃ・・・ 私は見送り（３回目）  

今から行ってきます 高田です。吉田です。島田です。     

後ろは、篠田です。 

御来光・・・ 市場にて＠ミラノ 

ジョンディア 吉田 伯爵と写真を撮る一同 

 



（７月２日 イタリア） 
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伯爵の説明を聞く一同 リゾット美味しかった 

造田覚醒前 小指立ち魚です 

おじいちゃんと一緒 Perfume です 

ミラノ大聖堂！ 私、添乗員の大橋です。 

 



（７月３日 イタリア） 
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ホッホッホッホッホ けっこう急勾配！ 

有機ワイナリーにて イタリアにトトロが居るなんて！！ 

ルネッサンス吉田  美味しかったワイン（１人飲めない） 

まだまだ飲むぞ～。マジっすか？ お腹いっぱいでデザートすら入らない。 

 



（７月３日 イタリア） 

- 49 - 

どこ見ているの？ 夕子、後ろ、後ろ 興味津々 

実演販売中 美味しいワイン 

チャイルド吉田 おっきい車輪 

これ全部トマト畑だって！ マダムウッシーとゆかいな仲間たち 

 



（７月４日 イタリア） 
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日本帰りてぇ～ みんな買ったよ～バルサミコ酢 

早く飲みたいな。バルサミコ酢 ヘイ・ブラザー 

俺から見てＩＴＲ（イタリー） 決して飲んでません 

夜の仲良し３人組 初部屋飲み 

 



（７月５日 イタリア・フランス） 
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今日は観光。 楽しみだ。イェイ 

すごっ！トラクター満載 ここはエズなり 

はいエーズ モナコの街並みをバックに 

 

新婚旅行？ ここもエズなり 

 



（７月５日 フランス） 
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イタリア気取り ウインクできない。 

大橋です。後ろに篠田。 ＩＮＶＩＴＡＩＩＯＮ 

もう恋なんてしないなんて～♪ 言わないよ絶対～♪ 

ハイ・エーズ（２回目） 名ドライバーと 

 



（７月５日 フランス） 
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フレンチ気取り 仲良くなりました（５日目） 

心も噴水 ＴＨＥ旅行 

からのディナー ＴＨＥ新婚 

やけ酒ならぬ やけドレ 造田覚醒中 

 



（７月６日 フランス） 
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跳橋 吉田 風立ちぬ 木下 

気になる やっぱ気になる 

日陰は涼しいな～ ここから見物？ 

コロスゼヨ 吉田 ＠コロッセオ 母さん・・・僕は元気です。 

 



（７月６日 フランス） 
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カンパーイ♪ 星、３つ！！ 

イズミン はしゃぎすぎ（笑） 吉田 はしゃぎすぎ（笑） 

ポンデュガールにて はい、チーズ ポンデュ 

ここもポンデュガール ふぅ～ん♡ 

 



（７月６日 フランス） 
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皆さん、わかりましたか？ 写真でチーズ、夕食もチーズ 

今夜のホテルへレッツゴー 何か見えるの？ 

近所の農家と ミッシェルー家ありがとう 

意気投合 ＡＭ６：００ 早い！ 

 



（７月７日 フランス） 
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ふぁ～ 朝早いから眠いね あこがれの？パリ駅に到着 

パリに日本文化？ 寿月堂看板娘と・・・ 

初エスカルゴに挑戦 直売所前にてレクチャー 

ＡＭＡＰについて勉強中 みんな熱心だな～ 

 



（７月７日 フランス） 

- 58 - 

険しい顔して研修中 このジュース まいう～ 

真面目に研修中 ハイ、モーリス 

みんなとの思い出 エッフェル塔、手には載らないよぉ～ 

研修最後の夜 パリの酔っぱらい。 

 



（７月８日 フランス～７月９日 帰国） 
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決まってるぅ～ 研修で３割増 

パリにカンパ～イ パリの街角にて 

ベルサイユ～♡ 綺麗だな～ 

無事に帰ってきました。 そして御来光・・・解散 
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