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個別報告論文 [83 J 

オランダの施設園芸における農業者育成の現状と特徴

山田 伊澄(農研機構中央農業総合研究センター)

The Current Situation and Characteristics of Education and Support for Greenhouse 

Horticulture Growers in the Netherlands 

Izumi Yamada (NARO Agricultural Research Center) 

This paper examines the current state of agricul-

tural education in the Netherlands and support for 

greenhouse horticultural practitioners. The results 

are as follows: (1) there is practical education and 

vocational skill training before graduation， (2) grow-

ers participate in study groups， visit each other's 

1. はじめに

現在，農業労働力の高齢化が進むなかで，わが国

の農政においては，食料の安定供給，農業の持続的

発展に向けて，新しい担い手の育成が焦眉の課題と

なっている.特に近年の農業経営においては，輸入

農産物との価格競争に対応していくための技術革

新，あるいは食品安全性に関わる消費者への対応な

ど，様々な環境変化に対応した積極的な農業戦略を

打ち出していくことが不可欠となっている.

本稿では，国際競争力のある企業的な農業経営が

多数存在するオランダの施設園芸に注目し，オラン

ダの施設園芸における農業者育成の現状と特徴を明

らかにする.オランダには，高度な農業技術を受け

入れ，現実の農業生産に活かす能力を持つ優れた農

業経営者が存在しており，特に施設園芸はその技術

と生産効率の高さが際立っている.

オランダの農業の構造的特質については，椎名

(1963) が歴史的背景を踏まえつつ包括的にとらえ

て論じており，オランダの園芸が 19世紀末から知

識・資本集約部門として生産性向上を果たして輸出

産業となってきたことが明らかにされている.また，

1990年代以降のオランダ園芸農業構造については，

宮部 (2011)がヨーロッパにユーロが導入されたこ

とでオランダの園芸は厳しい競争環境におかれ，技

術革新の進展とともに大規模化，地域的な集中化，

専門化が並進してきたと指摘している.

greenhouses regularlぁdiscussskills and costs， and 

develop skills through合iendlycompetition， and (3) 

they also acquire knowledge企omtheir advisoi"s and 

research institutes. Such continuous learning oppor-

tunities have played an important role in the lives of 

growers in the Netherlands. 
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構造改革が進み，生産性向上により国際競争力を

つけてきたオランダの施設園芸については，そのよ

うな技術革新や専門化が指摘されているが，しかし

高い競争力の要因としてまず注目すべきは，その基

礎は人的資本にあるという点である.特に，その背

景となるオランダの農業者育成の仕組みについて

は，必ずしも十分明らかにされていない.そこで本

研究では，オランダの施設園芸について，どのよう

な教育訓練や農業者育成に関わる支援の仕組みがあ

るのか，現状と特徴を明らかにする.

なお，農業者育成のプロセスとして，大きくは，

就農前の農業者教育，就農後の経営内での知識や技

能の習得支援，さらに経営者機能の獲得という 3段

階に区分することができる.そこで本稿では，まず，

オランダにおける就農前の教育訓練の体制として，

農業系の高等教育機関および職業訓練機関をとりあ

げる.つぎに，就農後の知識獲得の支援体制として，

スタディグループとアドバイザー，並びに研究機闘

をとりあげる.そして，オランダの施設園芸経営の

具体的な事例を素材に，農業者育成の状況について

検討する. これらの教育訓練機関や支援機関および

農業者を対象にして，オランダ滞在中の 2013年 2

月から 4月に聞き取り調査を行った
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2.オランダの農業者教育の仕組み として来る生徒，学校から来る生徒，圏外からの生

(1 )高等教育機関 徒の 3タイプがいる 3) 先述の HASの生徒も 1・2

オランダの教育機関は，大きく分けて，学理の習 週間の研修に来る.

得を目的とする教育機関と技能の習得をねらいとす そこでは，ニーズに応じて内容や日数を設定し，

る職業教育の機関とで構成されており，どちらも講 テーラーメイドの研修が行われることが多い 4) 園

義だけでなくインターンシップ等の実践の機会が多 芸分野のトレーナーは現在3人で，研修テー7 は環

い点が特徴である.農業系の高等教育機関について 境制御濯瓶 ポストハーベストなどである.時間

前者としてはワーへニンゲン大学があり，後者とし ゃ内容の 50%以上を実践にし， トレーナーによる

ては応用科学の職業教育機関のHASDen Bosch (HAS) 一方向の指導ではなく，生徒が自分自身で考え問題

等がある.現在，オランダの企業的な施設園芸の農 解決できる力をつけられるよう訓練している.

業経営者は， ワーへニンゲン大学または HASの出身

者であるケースが多い.

ワーへニンゲン大学は， もともと農務省下のワー

へニンゲン農業大学が 1997年に農業試験研究機関

と統合してワーへニンゲン URという大きな組織に

なった.大学には学部生とマスターコースの学生と

合わせて約 8，000人おり， うち 2，000人が外国人で

ある. ドクターコースの学生は 1，900人で，外国人

率はさらに高い.学生の国籍は 106カ国に及ぶ 大

学には食品・バイオテクノロジー，動物科学，環境

科学，植物科学，社会科学の 5つのチェアグループ

があり，それぞれに対応する形で研究所がある.

一方， HASは，オランダの教育システムにおけ

る高等職業教育機関 (HBO) の一つで，施設園芸

の人材育成を担っており 1) 4年間で学士号を取得

することができる.全校生徒 2，400人で，卒業後は

85%が仕事に就き， 15%が大学に進学する.園芸分

野の生徒は 240人(うち施設園芸が 80~ 100人)で，

就職先の 25%は家業継承， 25%は会社のマネ

ジャー， 20%は研究者， 30%は商社やメーカ一等の

マネジャーの職に就く.また，園芸分野の 90%が

男子生徒で海外からの生徒は約 15%である.

(2)職業訓練機関

以上は，学理や技能の習得の違いがあるとはいえ

教育機関としての農業者育成であるが，その他にも，

実践的にいわば職業訓練としての役割を果たす機闘

がオランダにはある.それが実践的訓練センター

(PTC+)などの民間の訓練機関である. PTC+は

かつて政府機関で現在は民間であるが，農業技術の

訓練により農業者育成を支えてきた機関の一つであ

る 2) 専門ごとにオランダ各地域にあり，施設園芸

分野はワーへニンゲン近郊のエデという町で，週に

延べ 200人の研修生を受け入れている.企業の研修

(84 ) 

3.就農後の知識獲得に向けた支援体制

このような就農前の教育訓練を経て，就農して以

降も，農業者は農業者同土による情報交換，外部ア

ドバイザーによる支援，さらに研究機関での新技術

の情報など，様々な場面で知識獲得を図っている.

(1 )スタデ、ィグループ

オランダでは，同レベルの農業者同士が自主的に

集まって情報交換をし，互いの農場を互いに見て切

瑳琢磨する，スタディグループというものが存在す

る 5) 同じ品種や作物，特定の技術など農業者でス

タディグループが形成されている.農業者同士は，

競争相手であるが友人として信頼関係があり協力す

るという. こうしたスタディグループは，オランダ

の農業者育成における大きな特徴の一つである.

(2)アドバイザー

自立心が強いオランダの農業者であるが，支援の

仕組みも多様であり，農業者をサポートするアドバ

イザーの存在もその一つである 6) もとは公的機関

だった普及組織が現在，プライベート化されて個別

に経営を支援する外部アドバイザーとなっている.

オランダには普及支援を行う民間の組織として DLV

やグリーン Qなど様々なアドバイザー組織があり，

個人でアドバイザーをしている人など様々である

どのようなアドバイザーを雇うかは経営ごとに異な

り，多くは年契約となっている.

(3)研究機関での知識獲得

オランダの特徴的な仕組みに，就農後の農業者の

支援に研究機関が関わっていることがある. ワーへ

ニンゲン URの研究所で園芸分野の研究者は約 100

人おり，研究スペースは 2ヶ所に分かれていて， 3 

分の 2の研究者がワーへニンゲンで基礎的研究を行

い，残りの 3分の lが施設園芸の盛んなプライスワ
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イク 7)で農業者への実用のための実践的研究を行っ

ている.研究結果は雑誌等の記事にして紹介され情

報提供される.農業者は研究熱心で農業関連の雑誌

を講読し掲載記事を見て実際に確かめに来る.

なお，オランダでは全農業者が「プロダクトボー

ド」に加盟し，全農業者が加盟費を支払わなければ

ならない.プロダクトボードでは委員が約 10人で

構成され，研究所が提案した研究課題を委員が見て，

プロジェクトの採用を決める.農業者は出資するこ

とで‘研究への関心が高まる.研究プロジェクトが始

まると， 3人ほどの小さな農業者グ、ループだと 2週

間に l回，大きなグループだと l・2ヶ月に l回ほ

ど研究施設に来る.つまり，農業者が実践的な研究

に関わる機会があり，これが農業者への知識移転の

システムとなっている 8) また，プライスワイクの

研究施設では，研修コースも開催されている.

このようなスタディグループやアドバイザー，並

びに研究機関による支援体制のもとで，農業者は就

農後も継続的に知識獲得の機会がある.

4. 大規模施設園芸の現状と農業者の能力獲得

以下では，具体的な事例として A経営の事例を

とりあげる.A経営は南ホラント州プライスワイク

で大玉トマト(ビーフトマト)を栽培している施設

園芸経営である.

なお，オランダの施設園芸のトマト作について栽

培面積規模別の経営体数をみると，表 1に示す通り，

5 ha以上の規模の経営体が 31%を占めており最も

多いことがわかる.次いで 0.25ha未満が 25%，1.5 

~3ha が 17% ， 3~ 5 haが16%となっている.即ち，

オランダの施設園芸のトマト作においては，小規模

経営も存在する一方，栽培面積の大規模化が急激に

進展してきている.そうした中， A経営は積極的に

規模拡大を進めて経営展開してきた，オランダの大

規模施設園芸経営の lっと位置づけられる.

A経営の概要は表2の通りである.栽培面積 27ha

は， 10ha， 9ha， 8haの3カ所の圃場に分かれてお

り，温室(ガラスハウス)が6つある.ガラスハウ

スに隣接する屋内に，収穫後のトマトを選別・パッ

キングする設備がある.なお，育苗は全て委託して

いる

労働力は，通年雇用のパートタイマー 25人，収

穫作業の臨時雇用約 50~ 100人(夏の最多の時期

は約 200人)，正社員 10人である.正社員はディレ

クターが3人，マネジャーが7人である.マネジャー

は一つの農場に一人おり，彼らから情報を拾い上げ

て全体の農場運営をみている.収穫は 3月初めから

11月末までであり，収穫作業のパートタイマーと

しては，主にポーランドのエージェントと年契約で

ポーランド人労働者を雇用している.なお，ワーカー

の時給は 17.5ユーロであり， うち約 37%が所得税

である よいワーカーの確保が課題で，継続しても

らうことが重要と考えられている.

A経営はもともと 1970年に父と叔父が 40aから

スタートし，現在 27haまで規模拡大している家族

経営である.現在，叔父はリタイア，社長である父

はセミリタイアし， B氏 (41歳)が実質的な経営

者になっていて，相談事や質問があれば父に聞くと

いう.ディレクターの 3人は，長男である B氏が

生産部門を， B氏の妹が販売・財務部門，弟が地熱

エネルギー会社の事業とプロジェクト部門を担当し

ている.

経営成果は表3に示す通り，単収が 63νlOaで，

収量が17，000tである.1ユーロ 120円で計算すると，

販売単価は84円/kgであり，売上は約 14億円である

経費は労賃も全て含めて 4，200~ 4，800円1m2で 9)

経常利益は大体，売上の 10~ 15%で約1.4億円で

ある.約 5年ごとに約 10億円の設備投資や規模拡

大を行い，地熱利用 10) の設備をいち早く導入する

など積極的な経営展開がされている.また， グロー

表 1. オランダの施設園芸のトマト作における栽培面積規模別の経営体数

言十

経営体数 96 8 12 7 17 65 62 I 118 385 

割合(%)I 25 2 3 2 4 17 16 31 100 

注・ 1)LEI (2012)の統計データをもとに作成している 2011年時点での， ラウンドトマト・ピーフトマト， トラストマ

ト(房どりトマト)，チェリートマトの施設園芸経営の総数である.

2) 2011年時点でオランダの施設園芸のトマト作の栽培総面積は 1，702haである.

(85 ) 
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作目

栽培方法

施設面積 (ha)

正社員(人)

表 2.A経営の概要

通年雇用のパートタイマー(人)

大玉トマト

養液栽培

27 

10 

25 

臨時雇用のパートタイマー(人) I 50 ~ 100 

注:収穫作業に合わせて臨時雇用を増やすため，夏の最

多の時期の労働力は約 200人である

パル GAPを導入している点も特徴である.

このような企業的な経営で経営運営を担当してい

るB氏の農業者としての育成プロセスは以下の通り

である.就農前の教育として B氏はワーへニンゲ

ン大学へ行き，植物科学のマスターコースを出てい

る 11) そこでの教育を経て就農し，その後の知識獲

得について見ると，まずB氏は 2つのスタディグ

ループに参加しており 1つはビーフトマトという

品種の大玉トマトを生産する農業者で集まるグルー

プ，もう 1つは丸型トマトを生産する農業者で集ま

るグループである.それぞれ毎週，数人で集まって

環境制御，施肥，病害虫防除など情報交換や意見交

換をする.そして月 l回，お互いの労働とコストの

集積データを見て議論をする.販売面は競争相手で

も技術・知識面は協力するという

また，アドパイザーの支援として， A経営の場合，

病害虫防除，作物，エネルギー，法律の専門のアド

バイザーがいる. ヨーロッパでは，天敵の利用によ

る害虫防除等の IPM(総合的病害虫防除)がハウ

ス栽培で広く普及しており， A経営でも適用されて

いる.病害虫のアドバイザーは毎週，ハウスに来て

病害虫のチェックをし， B氏と連絡を取り合い， 2 

~4 週間に l 回はミーティングをする.作物専門の

アドバイザーも 2~4 週間に 1 回来て，作物の生育

についてミーティングする.

こうしたアドバイザーによる個別の支援以外に

も，プライスワイクにあるワーへニンゲン URの研

究施設での研修コースで， より専門的な勉強やト

レーニングをする機会がある.B氏自身が研修に参

加するのみならず，マネジャー候補者に研修を促し

たりして社内人材育成もはかつている.このように，

農業者同士の研鎮や専門家による支援を受けて，就

農後も継続的な知識・技術の獲得が行われている

( 86 ) 

表 3.A経営の経営成果

単収(t/1Oa) 

収量 (ο

販売単価(円!kg)

売上(億円)

経費(円 1m')

経常利益(億円)

注:1ユーロ 120円で計算している.

5. おわりに

63 

17，000 

84 

14 

4，200 ~ 4，800 

1.4 

本研究で，オランダにおいて高等農業教育機関で

実践を重視したトレーニングが行われていること，

その一方のルートとして職業訓練機関で実践的なス

キルを学ぶこと，さらに就農後にスタディグ、ループ

やアド、パイザー，研究機関による支援があることで，

継続的な経営内の知識蓄積につながっていることが

明らかとなった. こうした教育訓練体制や，相互に

切瑳琢磨するスタディグ、ループ，スペシャリストに

よる多様な支援の仕組みが，オランダで国際競争力

のある企業的な農業経営の成立を支えているのでは

ないかと考えられる 12)

この点でわが国においても，就農前の高等農業教

育の実践性と，就農後のスタディグ、ルーフ。やスペシャ

リストによる支援体制が今後必要となろう 特に，

農業者同士が定期的に集まり相互の農場を見て回り，

生産技術，エネルギー，資材，労働力， コスト等の

情報交換や意見交換をするスタディグループ，そし

てアド、パイザーによる専門的な支援が示唆に富む.

ただし，地理的・社会的条件等の違いを考えると，

単純にオランダの仕組みを導入することには無理が

ある.オランダはドイツをはじめ EUの諸国への輸

出が中心であるが， 日本は園内市場への出荷がほと

んどであるため，オランダのようなオープンな協力

関係のスタディグ、ループとは異なるあり方を検討す

る必要がある また， 日本では就農後の農業者育成

は公的普及に依存しており，オランダの民間のアド

バイザーのような個別の専門的な支援が成立するか

も検討を要する点である

なお，本研究では，施設園芸経営の中での経営者

としての能力の獲得過程，すなわち農業者の成長プ

ロセスと育成支援内容との関連については十分詳し

く検討できていない. これについては今後の課題と

し7こ¥，'. 

ー
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注1)なお，中等職業教育機関 (MBO)としては， Lentiz 約 20%である その他のコストおよび技術の詳細

がオランダ施設園芸の人材育成に大きな役割を果

たしている機関の一つである

2) PTC+での聞き取り調査によると， 30~40 年前，

オランダは小規模農家がほとんどで， 1 haの面積

だと大規模農家と言われていたが，現在では 1ha 

だと小規模とみなされるほど大規模化し，施設園

芸経営の多くが 5ha以上の面積であるという.

3)近年，オランダ人を対象とする圏内向けコースよ

り，国外からの研修生を対象とするコースが増え

ている目アジアからは特に韓国政府が施設園芸(パ

プリカ等)を重点化し，韓国の農業者を研修に出し，

環境制御や濯獄やポストハーベストを学んでいっ

たという.

4) その他にも， トラクターの修理とメンテナンスな

ど実践的なスキノレを学ぶ、コースがあり，トラクター

運転免許を取得することもできる.

5) スタディグソレープについては，宮部 (2011)参照.

なお， B氏の参加するスFディグループは，もと

もとアドバイザーが政府機関だった頃，地域の農

業者をグループ分けしたことから始まったという

6) オランダの農業技術の普及や知識の移転に関する

アドバイザリー・サーピスの競争と協調について

は，横山 (2009)参照.

7) プライスワイクは，オランダでウエストランドの

次の施設園芸の産地として新しく整備された地域

である.施設園芸のハウスで自家発電が行われて

おり，そこで作られた電気を売電して新興住宅地

で使えるようにもなっており，この産業を育成す

るためにこの地域をこのように計画する， という

ピジョンのもと合理的・一体的に整備が進められ

ている.そこにワーへニンゲン URの施設園芸の

研究施設(約 1ha)が建設されている.

8) ただし， ワーへニンゲン URでの聞き取り調査に

よると，ここ 2・3年間の政治上の議論を経てプロ

ダクトボードがなくなることが決定し，今後の知

識移転のシステムの先行きが不透明であるという.

9) オランダの施設園芸でトマトの場合，経費に占め

る割合が最も高いのは人件費で約 35%であり，次

に高いのがエネルギーのコスト(光熱動力費)で

についてはフゥーヴェリンク (2012)参照

10) オランダの施設園芸では，北海で産出される天然ガ

スを利用して自家発電するケースが多いが，近年，

地熱利用をするケースもあり，現時点で地熱利用の

設備を導入している施設園芸は圏内に6つある

11) マスFーコースで， B氏はト 7 ト研究の第一人者

の教員の指導のもと学理の習得の教育を受けた.

12) ただしオランダの施設園芸には課題もある.高

度な技術を用いた施設園芸に対し海外から視察者

や研修生は多いものの，オランダ国内では園芸分

野に興味を持つ若者が少なくなっており，求人が

多いにも関わらず園芸分野の生徒数が減っている.

その背景には，施設園芸のイメージがよくないこ

とや，大規模化により多大な資本を必要とするため

若者の新規参入が容易ではないこと等が考えられ

る.また近年，大規模農業経営ではスタディグルー

プに入らず各社単独で勉強する動きもあり，現在の

ようなスタディグループの継続が危倶されている.
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