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１．第４回日カンボジア二国間フードバリューチェーン（FVC）対話 

【実施日時・場所】 

日時：平成 30 年 11 月 21 日（水）14:00～17:30 

場所：ホテルグランドパレス（東京） 

 

【概要】 

カンボジアにおけるフードバリューチェーン(FVC)構築のため、政策対話及び投資フォーラムを開催。

政策対話において、今後重点的に進めていく取組の分野・方向性（農産物の多様化を重視しつつ、①農業

生産性の向上、②農産物の安全性及び品質の向上、③付加価値の向上を推進する）について合意。投資フ

ォーラムは、カンボジアの農業・食産業分野に関心を有する企業、団体などが様々な分野・業種から約 80
名が参加しセミナー形式で開催。 
 
【投資フォーラム】 

（１）議事次第 

14:00～14:10 1. 挨拶及び政策対話の概要報告 

日本側代表 挨拶・政策対話の概要報告 

  中田峰示 農林水産省大臣官房審議官（国際） 

14:10～14:50 2. カンボジアの投資環境と投資機会 

2-1. 農業投資へのインセンティブ 

  リム・ヴィサル カンボジア開発評議会首相付補佐官 

2-2. GI 産品及び投資と輸出に向けた可能性のある農産品 

  サー・チェトラ カンボジア農林水産省副事務次官 

  チャン・ソクティ カンボジア商業省局長 

14:50～15:05 休憩 

15:05～15:50 

 

3. カンボジア進出日系企業の取組 

3-1. 日カンボジア・グローバル・フードバリューチェーンについて 

  クラタペッパー株式会社 倉田浩伸 代表 

3-2. カンボジアにおける食の安心・安全の現状 

  株式会社 スペック 小林篤司 CIO 

3-3. 日本とカンボジアをつなぐ農業事業 

  株式会社ジャパン・ファームプロダクツ 阿古哲史 代表取締役 CEO 

15:50～16:20 4. 海外展開支援等について 

4-1. 我が国のコールドチェーン物流事業者の海外支援 

  福原智幸 国土交通省総合政策局国際物流課課長補佐  

4-2. フードバリューチェーン構築に向けたカンボジア農業セクターにおける開発

課題と JICA の取り組み 

  菅野祐一 国際協力機構 カンボジア事務所長 

4-3. ジェトロの海外展開支援サービス 

  宮崎了一 日本貿易振興機構 ビジネス展開支援部総括課長代理 

16:20～17:20 5. 質疑応答（60 分） 

17:20～17:30 6. 閉会挨拶 
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6-1. カンボジア側代表 挨拶 

  サン・バンティ カンボジア農林水産省副長官 

6-2. 日本側代表 挨拶・閉会宣言 

  井上 計 農林水産省大臣官房国際部参事官（海外投資・協力グループ長） 

 

（２）カンボジアの投資環境と投資機会 

 

①農業投資へのインセンティブ 

 カンボジアの経済概況、カンボジア開発評議会の機能、適格投資プロジェクト、投資保証、農業

分野への投資支援制度等について説明。 

 

②カンボジアにおける農業投資の可能性  

カンボジアの農業概況、農業投資の可能性のある分野等について説明。 

 

③カンボジアにおける農業投資の可能性 

カンボジアの地理的表示（GI）に関する制度及び登録方法、GI 登録の利点等について説明。 

 

（３）カンボジア進出日系企業の取組 

 

①日カンボジア・グローバル・フードバリューチェーンについて 

クラタペッパー株式会社代表 倉田浩伸氏より、カンボジア農業関連企業勉強会（在カンボジア

の日系企業有志の勉強会）の報告として、カンボジアにおける農産加工（カシューナッツ等）の課

題と可能性について発表。 

 

②カンボジアにおける食の安心・安全の現状 

株式会社スペック CIO 小林篤司氏より、カンボジアにおける Cam-GAP 認証制度に係る取組、農

産品・加工品の生産・販売に係る関係省庁の役割、食品衛生関連の研究施設の現状等について発

表。 

 

③日本とカンボジアをつなぐ農業事情  

株式会社ジャパン・ファームプロダクツ代表取締役 CEO 阿古哲史氏より、カンボジアにおける

日本産農産物の輸入販売事業、カンボジア国内での自社農場での野菜生産・販売事業、日本産及び

カンボジア産ドライフルーツ製造販売事業等について発表。 

 

（４）海外展開支援等について 

 

①我が国のコールドチェーン物流事業者の海外支援  

国土交通省より、ASEAN コールドチェーンの課題、日本の物流サービスの ASEAN 導入に向けたパ

イロット事業等の取組等について説明。 

 

②FVC 構築に向けたカンボジア農業セクターにおける開発課題と JICA の取組 

JICA カンボジア事務所より、FVC 構築に向けたカンボジア農業分野における課題、企業連携制

度等の取組について説明。 

 

③ジェトロの海外展開支援サービス  

JETRO より、ジェトロの海外展開支援サービスについて説明。 
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２．第５回日ミャンマー農林水産業・食品協力対話 

【実施日時・場所】 

日時：平成 31 年 1 月 28 日（月）14:00～17:15 

場所：Park Royal Nay Pyi Taw, Myanmar 

 

【概要】 

政府間セッションでは、「ミャンマーにおけるフードバリューチェーン構築のための工程表(2016 年～

2020 年）」の進捗状況を両国間で共有。本工程表の評価及び次期工程表の作成に向けた実務協議の開始

を議論。また、双方それぞれの関心事項に関する意見交換、及び農業・食品分野へ進出した日系企業から

の要望に係る共通事項を要請。 

 官民セッションでは、４０を超える日緬両国の企業・団体が参加。ミャンマー側の提案により２つの分

科会に分かれ、農産物加工、食品安全・品質保証、農業資材・農業機械、畜産振興について議論。参加企

業からは、それぞれの取組状況に加え、課題解決に向けた提言がなされ、両国政府を交えた活発な意見交

換を実施。さらに、ビジネスマッチングの場としても寄与。 

 

【官民フォーラム】 

（１）議事次第 

13：30～14：00 受付・名刺交換 

14：00～14：30 1.総会 

1-1 開会挨拶 

 熊谷徹 農林水産省大臣官房国際部国際地域課国際交渉官 

1-2.基調講演 

 Mr.Tin Htut Oo, Chair Person, Advisory of Agri-Business Group 

14：30～16：45 2.分科会 2-1.農産品加工（分科会 1） 

2-2.食品安全・品質保証（分科会 1） 

2-3.農業資材・農業機械（分科会 2） 

2-4.乳製品・畜産業の振興（分科会 2） 

16：45～17：10 3.総括 

3-1.分科会 1 

3-2.分科会 2 

17：10～17：15 4.閉会 

 

（２）分科会 1（農産品加工、食品安全・品質保証） 

 両国政府及び両国民間企業が農産品加工及び、食品安全・品質保証について議論した。主な発言内容は

以下のとおり。 

（日本企業） 

・ミャンマーでの農作物生産の実施にあたり、ミャンマー政府に対し、種子輸入や投資許可について

要望。 
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・ミャンマーでの農作物生産の課題について、肥料の輸入が不足していること、品質検査のための設

備が国内に無いこと、輸送コストがタイと比較して著しく高いことを報告。 

・GAP や HACCP 等、ミャンマー国内での規格・認証の環境整備を要望。 

・ミャンマー政府のビジョンについて聞きたいと先方政府担当者に要望。 

・マンダレー近郊での冷蔵施設の整備について報告。 

（ミャンマー企業） 

・マンゴーに関し、日本企業とのマッチング及び日本が期待する品質について教えて欲しいと要望。 

・農民の生産知識の向上を図る旨を表明するとともに、農民組合の整備への協力を要望。 

・日本への輸出は品質に関して規制が厳しく、融通が利かないとの発言。 

（総括） 

・ミャンマー農畜産灌漑省は、日本企業の要望について国内関係者と相談しながら検討する旨回答。

また、農業に特化した両国の民間企業のネットワークをつくる枠組みを構築してはどうかと日本

側に提案。日本農林水産省は、ミャンマー側のビジネスに関する要望を日系企業と繋ぐ仕組みを検

討する旨回答。 

 

（３）分科会 2（農業資材・農業機械、乳製品・畜産業の振興） 

（日本企業） 

・農業機械の販売事業について、将来的なミャンマーでの組み立て工場や苗ポット生産の可能性等

について説明。 

・ミャンマーでの食品の輸入・販売について説明するとともに、今後、ミャンマーでの酪農事業参入

の検討にあたり、電気等のインフラ整備への支援について期待を表明。 

・肥料の生産・販売について、ミャンマーの農家へどのようなプロモーションを行うかが課題である

こと等を説明。 

（ミャンマー企業） 

・日本企業の説明を受け、日本製農業機械（野菜の生産段階）の導入を検討したい旨説明。 

・酪農への参入を検討しており、日本企業との連携について検討したい旨の説明。 

（その他） 

・耕畜連携の可能性について意見交換。 
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３．第２回日タイ・ハイレベル農業協力対話 

【実施日時・場所】 

日時：平成 31 年 2 月 8日（金）14:00～18:15 

場所：ホテルグランドパレス（東京） 

 

【概要】 

農林水産業・食産業分野における日タイ両国の官民連携と民間投資・輸出の促進を図るため、政府間対

話及び官民フォーラムを開催。 

 政府間対話において、農林水産業・食産業分野における両国の関心事項について、意見交換を実施。 

 官民フォーラムは、タイの農業・食品産業分野に関心を有する様々な分野・業種の企業、団体などから

約９０名が参加しセミナー形式で開催。農業・食品産業における 近の施策や取組、日本の健康食品・機

能性食品の制度、物流構築等の議題に沿って官民それぞれの取組を紹介し、意見交換を実施。 

 

【官民フォーラム】 

（１）議事次第 

14:00～14:20 1．開会挨拶 

日本側代表 挨拶 

松島浩道 農林水産省農林水産審議官 

タイ側代表 挨拶 

  ドゥードゥアン・サッサナーヴィン タイ王国農業・協同組合省副次官 

14:20～15:45 2．農業・食品産業における 近の政策や取組 

2-1.  食品産業における食品安全に係る取組 

2-1-1. 食品安全管理に係る取組 

     杉田敬一 農林水産省食料産業局食品製造課食品企業行動室 課長補佐 

2-1-2. ローソンが取組む食品安全 

     三森伸二郎 株式会社ローソン 品質管理マネージャー 

＜質疑応答＞ 

2-2.  タイの農産業における投資機会 

     パリエス・ピリヤマーサクンタイ王国大使館経済・投資事務所 公使 

＜質疑応答＞ 

2-3.  タイの水産改革及び違法・無報告・無規制（IUU）漁業対策 

2-3-1. 持続可能な水産業に向けて 

     ポンピシン・スヴァナチャイ タイ王国農業・協同組合省 海外水産関係課長 

2-3-2. 日タイの食品産業における協力 

     ビシット・リムルッカ タイ工業連盟 食品加工部会会長 

＜質疑応答＞ 

15:45～16:25 3．日本の健康食品・機能性食品の制度 

3-1.  日本における保健機能食品制度の概要 

     芳賀めぐみ 消費者庁食品表示企画課 課長補佐 
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3-2.  タイへのサプリメント販売に向けて 

     石田英嗣 森下仁丹株式会社 ヘルスケア事業本部 副本部長 

＜質疑応答＞ 

16:25～16:40 休憩 

16:40～17:35 4．物流構築 

4-1.  コールドチェーンの構築 

4-1-1．日 ASEAN コールドチェーン物流ガイドライン 

     福原智幸 国土交通省総合政策局国際物流課 課長補佐 

4-1-2．冷蔵倉庫業 29 年の経験を踏まえて ― タイマックスコールドストレージ 

     橋詰眞義 五十嵐冷蔵株式会社 執行役員 

4-2． 持続可能な農業・食品産業に向けた生鮮食品の物流 

チューサック・チューンプラヨート タイ商工会議所 副会頭 

＜質疑応答＞ 

17:35～18:05 5．その他 

5-1． ジェトロの海外展開支援 

     岡田英治 日本貿易振興機構（JETRO）ビジネス展開支援部長 

5-2． ASEAN/タイ国における JICA の農業・農村開発活動 

     鈴木和哉 国際協力機構（JICA）農村開発部次長 

＜質疑応答＞ 

18:05～18:15 6．閉会挨拶 

タイ側代表 挨拶 

  ドゥードゥアン・サッサナーヴィン タイ王国農業・協同組合省副次官 

日本側代表 挨拶 

中田峰示 農林水産省大臣官房審議官（国際） 

 

（２）各議題での発表内容 

○農業・食品産業における 近の政策や取組 

【日本側取組事項】 

＜食品産業における食品安全に係る取組＞ 

・農林水産省食品製造課より、食品安全管理の標準化・必要性について説明するとともに、GFSI

（Global Food Safety Initiative：世界食料安全イニシアティブ）の承認を受けた我が国の食品

安全管理規格（JFS）の特徴等について紹介。 

・株式会社ローソン品質管理マネージャー 三森伸二郎氏より、GFSI 日本ローカルメンバーとしての

取組や、食品安全マネジメント協会（JFSM）の設立者・会員としての活動（JFS 規格の作成・普及・

活用及び行政との関係構築）並びに GFSI を踏まえたプライベートブランド製造工場監査業務を紹

介。 

 

【タイ側取組事項】 

＜タイの農産業における投資機会＞ 

・タイ王国大使館経済・投資事務所（BOI 東京事務所）より、世界食品バレープロジェクトやフード
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イノポリス（食品産業の研究都市）を含むタイ政府の投資支援策や、法人所得税の減税措置を含む

タイランド・インベストメント・イヤーパッケージを紹介するとともに東部経済回廊（EEC）にお

ける主要インフラ事業についても紹介。 

＜タイの水産改革及び違法・無報告・無規制（IUU）漁業対策＞ 

・タイ農業・協同組合省より、IUU 漁業対策を進めたことにより、EU よりイエローカード対象国から

除外された旨情報提供があり、IUU 漁業撲滅に向けた水産改革の内容について紹介。 

・タイ工業連盟（FTI）より、タイの食品産業の事業展開の方針として、HACCP や GAP 等の工程管理

に基づいた食品製造の推進や、「生産性向上」、「包括的な成長」、「環境に配慮した成長」の三

つの要素に配慮した事業展開について紹介するとともに、微生物との共生食品、高齢者向け食品等

の新しい分野において、日本とタイの協力を進めていきたい旨を説明。 

 

○日本の健康食品・機能性食品の制度 

【日本側取組事項】 

・消費者庁食品表示企画課より、栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品の各制度について

紹介するとともに、機能性表示食品の販売に必要な手続きについて説明。 

・森下仁丹株式会社ヘルスケア事業本部副本部長 石田英嗣氏より、自社の機能性表示食品とアジア

における展開状況を紹介するとともに、FDA の審査に対して迅速化・簡素化を要望。また、タイで

も我が国の機能性表示食品制度のように、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性が

表示できるような仕組みの導入について提案。 

 

○物流構築 

【日本側取組事項】 

＜コールドチェーンの構築＞ 

・国土交通省国際物流課より、日 ASEAN コールドチェーン物流ガイドラインの概要について紹介し、

今後の活動として ASEAN 各国における規格化、物流人材の育成等の支援を行う旨説明。 

・五十嵐冷蔵株式会社執行役員 橋詰眞義氏より、タイの関連会社における冷蔵庫事業について紹介

し、日本型コールドチェーン物流システムをタイで実践する上での課題（労働力不足や大渋滞等）

や、コールドチェーン確立による社会問題の解決への貢献（食品廃棄や食品添加物使用量の削減）

について説明。 

【タイ側取組事項】 

＜持続可能な農業・食品産業に向けた生鮮食品の物流＞ 

・タイ商工会議所（TCC）より、タイ運輸省陸運局による農産品・食品輸送における品質規格、梱包

方法や輸送効率の改善、付加価値の向上といった生鮮食品の物流に係る取組、日タイのコールドチ

ェーンにおける協力事例（SCG ニチレイロジグループ）について紹介。 

 

○その他 

・JETRO ビジネス展開支援部より、日本企業のタイへの直接投資動向の現状、海外展開支援体制や情

報収集・相談窓口等を紹介。 
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・JICA 農村開発部より、タイにおける活動の歴史、農業・農村開発分野での実施及び実施予定案件、

ASEAN における FVC 構築のための支援について紹介。 
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４．ベトナム農業関係者の招聘 

（１）本事業の目的と概要 

■経緯 

2018 年４月にベトナム農民連合（VNFU）のタオ・スアン・スン会長が農林水産大臣を表敬した際、研

修等への協力要請を受けたことを踏まえ、ベトナムの農業関係者を招聘することとしたもの。 

 

■目的 

農業関連施設等の視察を通じて、日本で行われている農業について理解を深めるとともに、ベトナムに

おける農業協力や課題解決に向けた施策立案の参考とし、同国のフードバリューチェーン構築の推進

に寄与する。 

 

■日程 平成 31 年 2 月 18 日（月）～23 日（土） 

IN  2 月 18 日（月） 8:40 ハノイ発 → 15:05 羽田着 （VN384） 

 OUT 2 月 23 日（土） 16:35 羽田発 → 20:50 ハノイ着 （VN385） 

 

■滞在予定表 

年月日 行動予定 宿 泊 

2019/2/18 移動（ハノイ→東京） 東京 

2019/2/19 農林水産省表敬、農研機構視察 東京 

2019/2/20 農業技術革新工学研究センター・さいたま榎本農園視察 東京 

2019/2/21 和郷園 THE FARM コテージ視察・JICA 本部表敬 東京 

2019/2/22 中央卸売市場 大田市場視察 東京 

2019/2/23 移動（東京→ハノイ）  
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（２）本事業の実績 

■ベトナム側参加者 

 
■日本側同行者 

 

氏名 所属・役職 19 日 20 日 21 日 22 日 

東  大介 農林水産省（国際部 国際専門官） ○    

漆畑 貴俊 農林水産省（国際部 国際専門官）  ○   

谷本 憲一 農林水産省（国際部 国際専門官）   ○  

西村 元孝 農林水産省（国際部 課長補佐）    ○ 

三浦 恵理 日ベトナム逐次通訳者 ○ ○ ○ ○ 

柳田  実 リエゾン（JTB 添乗員） ○ ○ ○ ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視察者名簿 

氏 名 所属・役職 
Ms. Nguyen Thi Viet Ha 
グエン・ティ・ベト・ハ 
（1976/10/12 生： 42 歳） 

Vice Director of International Cooperation Department, 
VNFU, Head of delegation. 
ベトナム農民連合 国際協力局 副局長 ／ 視察団長 

Ms. Nguyen Thi Phuong Thao 
グエン・ティ・フォン・タオ 
（1986/11/29 生： 32 歳） 

Expert of Administration Department, Vice General 
Secretary of Youth Association of VNFU. 
管理局 ／ ベトナム農民連合 青年部 副書記長 

Ms. Nguyen Lan Huong 
グエン・ラン・ホン 
（1988/07/09 生： 30 歳） 

Expert of Social, Population, Family Department, Member 
of Executive Committee of Youth Association of VNFU. 
社会･人口･家庭局 ／ ベトナム農民連合 青年部 実行委員 

Mr. Nguyen Ha Son 
グエン・ハ・ソン 
（1986/07/13 生： 32 歳） 

Expert of Personnel Department, Member of Executive 
Committee of Youth Association of VNFU. 
人事局 ／ ベトナム農民連合 青年部 実行委員 

Mr. Dang Ba Hoan 
ダン・バ・ホアン 
（1991/02/24 生： 27 歳） 

Expert of Supporting Fund for Farmers. Member of Youth 
Association of VNFU. 
農民支援基金 ／ ベトナム農民連合 青年部 
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■全体旅程表 
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■日毎別実積報告 

【1 日目】2 月 18 日（月）  

14:00 羽田国際空港国際線ターミナルにてリエゾンスタンバイ。 

14:47 VN384/NH9714 着陸（定刻 15:05）。 

16:00 VNFU 招聘者 5名様をお迎え。 ※事前ご予約の WIFI 機器の受取り、外貨両替サポート。 

16:30 羽田国際空港出発。 

17:00 ホテルモントレー赤坂到着。 

17:10 チェックイン 

18:20 ベトナム招聘の皆様 5名とロビーにて待ち合わせ。徒歩にてお店へ向かう。 

18:35 レストラン「白碗竹快樓 赤坂本館」到着。 

18:40 ベトナム側より挨拶（訪日の喜びと研修に期待するという内容）。 

18:43 井上参事官より挨拶。 

※MARD との異国間交流の重要性、農林水産省と VNFD 交流の良い機会であり、様々協力したい

旨発言有。寒い日本での滞在では体に気を付ける様にご案内。 

22:10 ホテル見送り完了。 

 

【2 日目】2 月 19 日（火） 

9:35 ホテル出発 

9:55 農林水産省到着。 

中田大臣官房審議官より下記挨拶。 

・VNFU 来訪に感謝の意。 

・日本ベトナム間は非常に友好的融和関係が推移。 

・両国の農業分野での更なる革新、また中長期ビジョンに基づくフードバリューチェーンの

取組とそのプロジェクトについて言及。 

・今回の視察を通じて、日本の農業への理解を深める機会にして頂きたい。また、両国の更

なる関係の深まりに期待したい。 

10:10 団長の Ms.Ha よりお礼の言葉と下記挨拶。 

・皆様のご尽力により今回来日でき感謝。VNFU のスン会長からも感謝の意を伝えて欲しいと

メッセージを言付かっている。 

・研修メンバーは若いが優秀な人材なので、研修のプログラムを通じ色々と学びたい。この

研修を 大限活用し、ベトナムの農業に役立てたいと思う。ベトナム農民連合の訪日でき

ない他の幹部達にも研修内容を伝えなければならない責務を負っている。 

・質問も多く、また資料も沢山頂きたいので宜しくお願いしたい。 

10:25 「日本の農業の取り組み（英語）」のビデオを上映。 

※基盤整備、農業機械の紹介、大田市場等紹介など。 

坂交渉官がプレゼンテーション。 

※グローバル・フードバリューチェーン（日越間）の話。 
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11:00 MAFF パンフレットを用いて、事前に送付された質問に回答。 

⇒P8  食の安全を守る、野菜の衛生管理。 

GAP,HACCP についての考え方。 

⇒P9  消費者に適切な情報伝達の重要性。 

⇒P10 付加価値の向上（顧客ニーズを踏まえたバリューチェンの構築）。 

6 次産業化への取り組みにより農家の収入が増加。生産者が値段を決めること

ができるようになる。 

⇒P11 地域ブランドの保護（知的財産保護）により地理的表示保護制度確立。 

⇒P18、19 土地活用問題について 

農業の機械化を進める為には、①農地を整え、集積集約化（農地点在は非効

率）、②農地にアクセスする農道整備が必要。これにより、生産性が向上。 

⇒P22、23 農業の機械化、自動化について 

高齢者の農家が多くなっている。自動化の推進による労力軽減。 

⇒P24～27 農村の豊かな自然は観光資源でもある。 

グリーンツーリズムの促進（農村観光や農業体験は子供教育や高齢者健康維持

に貢献）。 

11:15 Q&A 

・お米の用途について詳しく教えて頂きたい。 

⇒米には人が食料とする物（食用）、燃料とする物（バイオマス用）、家畜の餌（畜産

用）とあるが、燃料用や家畜用は収穫量が多い米で美味しくない米。食料用の米は日本

では余剰気味の為、生産量制限を行っている。燃料用や餌の部類は、美味しいものを作

ると米市場が混乱するため、敢えて食べても美味しくない物を生産し、収穫量重視。 

・農家が高齢化しているが、若い方が始める事ができるような、政府政策はあるのか？ 

⇒新規就農者には、研修プランや農業に取り組むことができる仕組みがある。農業施設栽

培（野菜作り）や新規投資用のインセンティブ（補助）有。農林水産省とローカルガバ

メント（地方行政）が連携し、農業を目指す新規就農者にトレーニングやマーケットの

紹介や、農業を行う法人への就職のあっせんなどがある。 

・上記②のシステムの効果は出ているのか？ 

⇒新規就農者数や継続性の評価の数値は無いが、辞めている人は少ないと認識。しかし、

高齢就農者をカバーする域には達していない。 

・若い人々は都市部へ行き、農村部に戻ってこない方が多い中、若い方が戻れるような政策

はあるのか？ 

⇒UターンやＩターンなどの移住に対する補助（家屋の提供や仕事紹介含む）がある。若

年の夫婦を対象に、子育てに対しても補助を行う市町村も増えてきている。 

・移住に対する補助は、外国人にも適用されるのか？ 

⇒適用されない。 

11:30 農林水産省が推進する GFVC 戦略の PPT にてプレゼンテーション。 

11:50 ベトナムとの中長期ビジョンの概要説明。ぜひ VNFU にも加わって欲しい。 
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11:55 ベトナム側よりお礼の言葉。写真撮影。 

12:15 農林水産省出発。 

13:30 オークラフロンティアつくば「カメリア」到着後昼食。 

14:45 農研機構（NARO）到着。 

14:50 横山氏より訪問歓迎の挨拶と農研機構の概要説明。 

※2018 年 4 月コウ会長が訪日され、この施設も見学された。今回は若い方々が見えられ、非

常に光栄に思う。 

※農研機構のパンフレットを使用し、農業の抱える問題などを詳しく説明。 

※農研機構の研究課題についての説明（パンフレットに沿って説明案内）。 

15:00 農研機構の沿革と組織について説明。 

※4つの指針（研究の柱）の説明。 

15:15 団長より訪問できたことについてのお礼の挨拶。 

15:25 バスに乗車し、植物工場へ移動。 

15:30 植物工場到着後、研究員の菅野（かんの）氏より説明。 

※PPT 資料にて植物工場の概要説明。 

・トマトやキュウリの効率的かつ安全な生産性を研究。 

・農業従事者高齢化や地球環境の温暖化の中、生産性の向上を目指す為の施設。 

・研究拠点は「北海道、宮城、富山、埼玉、茨城、大分、石垣等」に点在。 

・1年スパンの栽培方法の研究。 

※主な研究成果について 

・区画当たりの収穫量を画期的に増やすことができた。 

・生産者をサポートする為のアプリケーションを Feedback 構築。トマトの収量予測の

計算式の配信。 

・モニタリングシステム（3D カメラでトマト（植物）の様子を記録も可能できる機器の

開発）。 

※ユビキタスと言われるシステム開発。 

・AI（人工知能）とビッグデータの研究開発。 

・加種技術/モニタリング/データ集約技術の集約。 

・熱帯地域に対応できる温室技術の開発（高温対策（低コストでどう克服するか）の研

究開発）。高温により植物の維持が課題。建屋の開発（日射熱線のカット）、水のや

り方、品種開発等。 

15:50 温室内見学 

※温室内（発芽室） 

  ・昼は 25℃、夜は 22℃、Co2 は 1,000ppm で温度管理。 

  ・品種は多彩。発芽室は苗の成長促進が目的で 3週間育て温室へ移動させる。 

※温室内（発育野菜） 

  ・5 月～12 月（イチゴ 4種【とちおとめ・イバラキッス・紅ほっぺ・アキヒメ】） 

   イチゴはクリスマス需要が多いため、その時期に合わせて収穫できるよう調整。 
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   冬の季節（日照条件や温度湿度、Co2）のベストな条件の研究開発。 

  ・10 月～6月（トマト） 

   水耕栽培（オランダ方式の栽培で収量も 20 ㎏から 40 ㎏に増加） 

   品質重視のトマト栽培はリコピンの多い品種や普通品種を栽培し、品種による収量性 

   の違いなども研究。カリウム量を増やした際はリコピン量も増えるため、リコピンと 

   カリウムとの関係も研究。 

  ・パプリカやキュウリでも技術開発。 

  ・生産者と意志交換し、課題の解決も行う。 

 Q&A 

・トマトやパプリカ、キュウリ、イチゴに特化している理由は？ 

⇒国民の多くが好む野菜や果物は生産性の高い植物・収益性の高い物を研究している。 

・このような大きなハウスは日本には点在しているのか？ 

⇒大きなハウスは費用のかさむため、日本全体では約 2%程度。 

・日本政府の補助金対策はないのか？ 

⇒直接的な補助対策はない。大型施設を増やしていく方針はあり。 

・農業者の取引形態について知りたい。 

⇒農協に所属し委託販売や直接取引の形態（大型スーパー等は生産者と直接取引するよう

になってきている為、生産者/バイヤーにも有利な点もあるが、取引先を農業者自身が

模索しないといけない）。 

・ハウス内の収穫は機械で行うのか？ 

⇒収穫は人間で行う。機械はハウスに入れないため、1ha あたり 10～12 人で作業。近年で

は自動収穫するためのロボット開発は研究している。 

・農研機構の研究費は政府補助か？ 

⇒農林水産省の予算で運営されている。 

⇒民間企業とタイアップ（共同開発支援）し、共同研究している事例もあり。 

・民間企業とのタイアップで研究したものの帰属はどちらになるのか？ 

⇒その時々で事情は異なる。 

・ハウスに向いている場所はどういう土地か？ 

⇒冬は寒くても、晴れている場所（日照が保てる場所）が適している。 

16:20 団長より貴重なお時間をありがとうと挨拶。 

16:35 農研機構出発。 

18:30 レストラン「権八 西麻布店」到着。 

20:35 ホテル送り完了。 
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【19 日（火）の記録写真】 

   

   

 

 

 

【3 日目】2 月 20 日（水） 

9:00 ホテル出発。 

10:05 農業技術革新工学センター（農研機構）到着。 

10:15 川瀬氏より英語にて歓迎の挨拶。 

10:20 団長より訪問感謝の意とお礼の挨拶。 

10:25 プレゼンテーション開始。 

※農業技術革新工学センター（農研機構）の沿革について 

  ・昭和 37 年（1962 年）設立され、平成 15 年組織改編。 

  ・農協機械検査が目的で発足（持続可能な農業機器の開発）。 

  ・当時の機械は用途により危険で性能も悪かった。 

※業務紹介 

  ・農業用機械の開発・研究が目的（安全作業環境の改善）。 

  ・第三者の目で農業用機械の安全性検査や性能評価。 

  ・農業機械に特化した図書館の設立（一般者利用も可能）。 

10:35 ※開発機器紹介ビデオにて。 

・トラクター自動制御（新しい農業従事者には難しい操作の軽減）。 

・直線作業アシスト装置の開発。 
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・GPS を使用しない機材の開発。カメラ使用で作業（GPS 機材は 300 万円と高額のた

め）。カメラ/舵取り角センサー/操舵ユニットで 30 万円程度の費用と安価。 

※スマート農業 ICT について 

・「きづくり」を自動で行うシステム技術開発。農作業ロボット（自動運転田植え機、

イチゴ収穫ロボット、軟弱野菜調整機、高速局所施肥機、高速高精度汎用播種機、小

型幹同草苅機、高機動畦畔草苅機等） 

・ロボットトラクター（2台同時運行可能システム）の開発。 

・スマートフォンで水回りの管理システム構築。 

・水田周りの水弁自動確認システムや自動草苅機の開発（高機動畦畔草苅機）。 

・ロボットコンバインの開発。機械は省電力/高品質生産の実現。AI（人工知能）の活

用には熟練者のデータも集約して開発を行う。 

10:45 Q&A 

・農業機械を導入し収穫は上がるのか？ 

⇒高齢化が進む農業従事者の為に機械の導入は必然。収穫量もあがる。 

・農業従事者についての傾向について？ 

⇒農業法人に所属する人々も増加。 

・農業研修で学生も受け入れているのか？ 

⇒学生は 1年に 2～3人程度と少ない。 

⇒この施設には農業従事者が新しい情報を勉強しに来ることが多い。 

・農家の方々の年齢層は？ 

⇒老若男女問わず、訪問している。 

・日本では機械導入に対し、政的補助金制度はあるのか？ 

⇒ある。但し、補助金を受ける事ができる機材は安全でないといけないという規定が存在

する。 

11:10 ベトナム側より記念品贈呈。 

11:15 徒歩にて資料館へ移動 

11:20 資料館見学（川瀬氏のご案内にて）。 

  ・洋式犂（スキ）体標本（ロシアとの戦争でロシア船だ捕時に収容）。 

  ・耕転機（耕起用）原動機標本。 

  ・砕土/整地/施肥/播種用標本。 

  ・移植/中耕/除草/田植え機（田植え枠）標本。 

  ・刈取り/収穫用（各地の鎌）標本。 

  ・脱穀機/千刃こき標本。 

Q&A は特になし。 

11:45 製品ショールーム見学。 

  ・自動田植え機、家庭用耕運機等も見学。 

  ・新型耕運機など乗車し写真撮影。 

12:10 農業技術革新工学センター（農研機構）出発。 
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12:40 さいたま榎本農園（農家レストラン菜七色）到着後昼食。御年 71 歳の榎本氏のお母様経営

の民家のレストランは、テレビ東京や日本テレビにも紹介されたお店。 

14:05 榎本農園視察開始 

※榎本氏より自己紹介。 

・従業員構成は、本人と姉、母（レストラン経営）、農業スタッフ他 5名。 

・露地野菜土の露地野菜（年間 100 種類を有機肥料と無農薬で栽培）。 

・ハウストマト栽培（アイメック農法【特殊フィルム栽培】と KFT 農法の融合（風の吹

かない冷暖房システム）。 

・農業体験や農業学習の講師も行う。 

※榎本農園のめざすところ（考え方）について。 

・5つの柱の考え方は（生産が中心に有り、その周りに融合する形で「飲食」「加工」

「体験娯楽」「教育」）が一体化するのがこれからの農業。 

①農業を通じて、ワクワクドキドキを提供。 

②農業の活性化と地域社会の活性化の両面で寄与できる事業体に。 

③多くの若者が農業に興味を持ち、カッコいい・素敵だと感じる事業体に。 

④安心・安全・美味しい野菜を届け、食べるだけでない体感。 

⑤社員とその家族が安心、幸せに生活できる事業体に。 

・「野菜づくりにゴールはない」の想いを皆様にお届け。 

※事業内容 

1. 農産物 生産・加工・販売 

2. 農作業受託・請負・農地の管理 

3. 農家レストラン運営・管理 

4. 体験農園の運営 

5. 農による地域活性コンサルティング・農業講師派遣 

6. 新規就農・農家飲食業コンサルティング・コーチング 

7. 附帯関連する事業 

※主要顧客 関東近県デパート・スーパー 

・国内・海外 飲食店（フレンチ・イタリアン・和食など） 

・海外は香港へ輸出 

・各種直売所 

・個人宅配 

14:15 農場（畑）へ移動。 

・この畑は教育補助畑の括りで、農業を体験したい（始めたい）方の社会人学校の現場

で、1年制（土日に勉強する場所）で運営している。 

・オーガニック野菜を作りたい方々が多いため、露地物は全てオーガニックで作付け。

農法は堆肥使用せず、緑肥（りょくひ）を使用し、オーガニックを実践。 

・化学肥料は使用しない。化学肥料を使うと簡単に収穫できるが、これからの時代には

自然に近い形で育てるやり方が良いと感じている。 
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 Q&A 

・榎本農園の農地面積は？ 

⇒1ha の畑と 1ha の田んぼでの農業。30%は借地。 

・榎本農園は農協に品物を入れているか？ 

⇒独自性が好きなため、自分は農協に加入していない。個人の方が自由に値決めできる直

接販売形式で運営している。 

・オーガニック農法に対して国などから支援はある？ 

⇒ない。土地や機械購入のための補助はあるが、オーガニックに対する補助はない。若い

経営者には結構厳しい。 

・オーガニック野菜でなくてもいいという方々はいるか？ 

⇒そういう消費者も勿論存在する。一方で、オーガニックでないと嫌だという方々も多く

なってきている。大規模経営の農家では、化学肥料使用し、大量生産するやり方と、小

規模経営の農家は逆にケミカルを使用せずに、オーガニック製法をとる方々もいる。こ

の小さな農業形態も徐々に増えており、日本の農業は二極化している。 

・農家を継ぐことに対してどう思うか？ 

⇒親が残したものをどう継いでいくか。努力を惜しまずいろいろと学んだ。お米や野菜作

りや生計を立てていくことは難しいが色々な経営に乗り出したことで面白くなってきて

いる。人に農業を教えたりすることが好きなため、農業体験事業も行っている。 

・優待対策などはあるか？ 

⇒加工品を作る際の補助や人を雇う際の補助はある。 

・1年制農業学校を終えた後、本格的に農業従事する方々の割合は？ 

⇒進路は色々あるが、一番多いのはアグリビジネス（農業系の会社へ就職）や農業法人へ

進む方々。逆に農業をやめる方々の割合も多い。本格的に農業に推進する方は 1割程

度。 

・このような農業体験をできる施設は他にもあるか？ 

⇒ある。ベトナムからの農業研修生も多い。 

・新しく農業を始める人への補助金はあるか？ 

⇒5年間継続して補助する制度があるが、5年後に辞める方々もいる。個人的には、補助

金を渡すより税金減税してあげた方がいいと感じている。 

・その他農家の補助はあるか？ 

⇒用水路整備等ハード面での整備に対する補助はある。 

14:55 トマトハウスへ。 

Q&A。 

・採取方法は？ 

⇒全て収穫は手で行う。トマトは背丈が高い為、腰なども痛くならない。トマト狩り体験

の方が採取したものを持ち帰る際に別途料金をいただいている。 

・沢山のトマトがあるが、どのトマトが人気か？ 

⇒それぞれに特徴があり、一概に言えないが皮の薄い品種が好評。個人宅配やレストラン
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でも提供しているが甘いと好評。 

15:25 ベトナム側より記念品贈呈（バス駐車場にて）。 

15:30 榎本農園出発。 

16:05 木崎ぐるめ米ランド到着（JA の建物内周辺農家持ち寄りの直販店）。 

野菜の形状がベトナムより大きく、驚きを隠せない様子。手に取って写真撮影。 

16:25 木崎ぐるめ米ランド出発。 

18:45 レストラン「モンスーンカフェ代官山」到着、夕食。 

20:55 ホテル送り完了。 

 

【20 日（水）の記録写真】 

   

   

   

 

【3 日目】2 月 21 日（木） 

8:35 ホテル出発。 

10:15 和郷園駐車場にて塩谷氏が出迎え。 

10:25 レクチャールームにてガイド（和郷園本部）の毛利氏よりご挨拶と THE FARM の事業形態を

紹介。 

※和郷園の全体概要、組織図紹介（農業独自産業化を目指す会社） 

・2012 年開園。敷地面積は 10ha。入園部門では、昨年統計で 20 万人が来園。 

・減農薬での農作物生産を実施。 

・和郷園では旬の野菜を生産。 

・生協やスーパー等と直接取引の形態。農協や市場には出荷しない体制でお客様と直接
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契約（納品も直接契約）。 

・生産者は全て個人事業主(社長)。 

・和郷園のビジネスプランは生産者が作った作物を独自ルートで Sales し、流通させる

方法。野菜の値段は、生産者との契約時に決定するシステム。 

※冷凍野菜工場（加工事業部）について紹介 

・冷凍野菜工場で出荷する品物には、生産者の顔が見えるパッケージを採用。 

・カット野菜については、業務用野菜が主力で、お弁当やお惣菜コーナーに配置。 

・形の不揃いな野菜をカット野菜として加工。 

・野菜の輸出も鮮魚と同時に行っている。 

※リサイクル施設（環境への配慮）経営について紹介 

・糞尿と野菜屑（ペースト状）を混ぜて自然発酵させ、メタンガスを抽出。 

・液体は液体肥料に転化し、固体は堆肥として流用させる。 

・リサイクルによりゴミをリサイクルさせているバイオマスプラントとして施設運用。 

11:00 Q&A 

・牛糞を利用するとのことだが、牛なども飼っているのか？ 

⇒千葉には酪農家も多い為、酪農家より分けて頂いている。 

・農家の方々は、自分達から参加したいと賛同したのか？ 

⇒個人経営の農家（社長）から参加表明あり。 

・参加するメリットはあるのか？ 

⇒作物を農協に出すと単価がわかりにくい。和郷園であれば、数量での値段がはっきりわ

かる。 

・和郷園と農協へ出荷する農家はるか？ 

⇒人により農協と和郷園に出す方はいる。 

・和郷園に出荷する方には規則は有るか？ 

⇒色々な決まりがある。 

①使用して良い薬剤の制限がある。 

②GAP(農業生産工程管理)への取り組みは必然。 

③契約した出荷数は必ず守る事の実務の徹底。 

⇒GAP 未取得の方には手数料は多めになる。また、指定値より多くの農薬を使用していた

場合は出荷停止措置。 

・米は作付けしていないのか？ 

⇒米作に適している土壌成分やトマトに適している土壌成分等は分析しているが、米は作

っていない。 

11:10 会場から徒歩にて施設案内 

・2名～4名利用のコテージ型宿泊施設紹介。 

・農園区画≒貸農園（2m×8m）は現在 100 区画あり、新規は待ち状態。区画を借りずとも一

般会員になれば、何時でも野菜は取り放題。毎年、野菜は 40 種類ほど作付けるが、季節

を関係なく随時 2～3種は取れるようにしている。 

11:40 キャンパーの方々が利用するサイト（場所）の紹介。 
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11:47 「かりん湯（天然温泉）」施設紹介。 

地下 1,500m より汲み上げ。弱アルカリ成分（塩分有）で美肌効果や冷え性予防成分あり。 

12:06 冷凍加工センター（さあや’sキッチン）到着。工場内撮影禁止。 

※工場概要 

・2002 年創業。2億 6千万円の総工費は、50%は農林水産省の補助金を活用。 

・製造方法（作業工程）については、生産者がパレットに入れて直接持込む形態。持込野菜

は土壌や雑草が付きでも問題なく、一次選別を工場内で行う。 

・生野菜と冷凍野菜の成分は、冷凍のものがベターと実証。 

・作業員は 9名（6人が検品作業）。お金はかかるが、自動行程が多い。 

12:30 冷凍野菜を試食（サツマイモ、山芋、法蓮草の三種、流水で解凍した品物を試食）。 

野菜には旬が有る。ホウレンソウは冬野菜。冷凍野菜も旬を大切にしている。 

12:50 バイオマスプラント（リサイクル工場）の 3つの施設を見学。 

①野菜洗浄場 

売れない野菜、破砕野菜（くず野菜）などを粉砕し、堆肥を入れて混ぜる施設。 

固形と液体に分離し液体分は発酵槽に地下施設にて移送。発酵には常に 30℃以上の温

度を確保する必要があるため、冬場は施設内を燃料で温める必要もあり赤字体制となっ

てしまう。この技術は、温帯にあるタイに技術紹介し、現在現地合弁会社も設立。 

②発酵槽 

野菜から抽出した液体と牛の糞尿を合わせ、牛の腸内メタン菌作用を利用し、メタン

発酵させる。 

③堆肥精製工場 

空中土着菌を使用し発酵。野菜の残渣液体と固形糞、もみ殻、使用後のコーヒーを混

ぜ合わせて精製。 

13:15 Q&A 

・堆肥は農園で使用しているのか？ 

⇒使用している。 

・堆肥は農家の方々に分けているのか？ 

⇒分けているばかりでなく、人出を出して農場に撒く作業も行っている。 

・リサイクル工場の収益は何処でとるのか？ 

⇒メタンガス抽出は赤字。液体肥料は収益なし。牛糞は無料。 

⇒産業廃棄物と一般廃棄物の処理資格を有しているため、有償で業者より引取りすること

により採算性を確保。日本の食品リサイクル法により 1億円以上の取引業者はその取引

額の 50%はリサイクルしないといけないとされている。 

⇒スーパー（業者）から運ばれ処理。ゴミを回収、肥料化し、野菜を育て、納品する循環

型農業を推進し、スーパーはゴミを引き受けてくれる和郷園と、同時に野菜を安定供給

する和郷園との信頼の Win-Win の関係構築。 

・このような工場は他に千葉に有るか？ 

⇒堆肥工場はあるが、その他はない。 
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13:45 和郷園 THE FARM CAFE 到着。昼食。 

15:50 JICA 到着 

15:55 会議室にて表敬訪問（予定 15:30 より遅延）。 

東南アジア局：真楽氏、井原氏と面談。 初に真楽氏よりプレゼンテーション。 

・ジャパン・ベトナム・フェスティバル（2018 年 4 月）には多くの組合員の方々がパネルデ

ィスカッションに来て頂き感謝。 

16:05 団長よりご挨拶。 

・30 分の遅れのお詫びと貴重なお時間を頂き感謝。 

・参加させて頂いたイベントはとても良い機会になり、14 地方からの農民連合から多くの同

僚が参加していた。スン会長や他団体からの関係者からも皆様に宜しくとの言葉を預かっ

ている。また、ベトナム農民のための研修コースは非常に貴重な物となっており、今後も

JICA との VNFU の関係構築についての継続をお願いしたい。 

 ※JICA と農林水産省に期待すること 

・ベトナム農民連合の会長は若い幹部の育成に力を入れていきたいと申しており、若者の

ため、このような研修コースを継続して頂きたい。 

・研修コースだけでなく、様々な形で農村発展の情報や日本の経験を学びたい。 

・2018 年度のセミナーでは非常に貴重な話が拝聴できたので、継続して頂きたい。また、

専門家を派遣頂きセミナー費用もご負担頂いた事に感謝したい。 

・3か月研修の計画があるのなら、人選された方に英語教育を施す必要があるため、早目

に教えて頂きたい。 

・農林水産省とベトナム農林開発省のプロジェクトに VNFU も参加できるように働きかけ

て欲しい。 

16:20 井原氏より回答。 

・ご進言された事は良く理解できる。どの分野でも若い幹部の育成は大切なこと。 

・頂いた要望については真摯に受け止める。視察機会については農林水産省管轄であり、引

き続きそちらの繋がりで進めて頂きたい。 

・セミナー開催や全国大会等で、JICA が講演する必要があればご相談頂きたい。 

・3か月研修については、国別コースや課題別コースもある。現コースへの参加の場合、各

国の関連の方々とのコース設定となるため、ベトナム JICA 事務所にコンタクトして頂き

たい。また、新コースへの参加希望の場合、MPI が要望を聞き、検討することになる。 

16:29 団長より、丁寧な説明に感謝しますとお礼の言葉あり。ベトナム側より記念品贈呈。 

16:35 JICA 看板前で記念撮影。 

16:55 ホテル到着。 
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【21 日（木）の記録写真】 

   

   

   

 

【4 日目】2 月 22 日（金） 

6:15 ホテル出発。 

6:47 大田市場到着。 

7:05 高橋場長と栗山氏が合流され、市場視察開始。 

東京大田市場概要を説明と Q&A を頂きながら見学。 

・敷地面積 4万 ha（24 時間操業の市場内の建屋 2つで東京ドーム 1個分に相当） 

・野菜のセリ風景（東京青果）見学。 

・セリは経験を持ったプロが参加する、ホールセールマーケット（中央市場）。農協の方々

はセリ風景を確認し、商品の値段も確認。大田市場での金額が全国の農産物の値段の指標

となるため、一番大切な市場でもある。セリは決められた場所で行われ、黄色い帽子はセ

リ人。帽子のつばに ID 番号が書かれた人は仲卸やスーパー等の人々。セリの際、手やり

という手の組合せで値段を表示し、一番高くした人が買えるシステム。セリの方法は多種

あるが、商品の近くで行う流れセリ等もある。この市場の特徴は、高級メロン専用のセリ

が 1年中行われている所である。セリ前の商品見本展示場所も見学。 

・出荷するものは、出荷前に必ず確認する。日本ではインフラ整備も良い為、輸送事故は殆

ど起こらない。市場に入る品物で悪い品々は排除される仕組み。 

・個人農家も輸送会社が運んでくるが、卸会社が提携しないと個人単体としては、不可能に

近い。卸会社が持込みを認めた品物か、農協を通じて入荷が基本。 

・水産セリ（活魚水槽が大田市場の売りでもある）。 
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・冷凍マグロは発泡スチロール使用され、発泡スチロールは全てリサイクル。 

・水産用冷凍庫棟、水産用冷蔵庫棟、青果（バナナ室）あり。バナナ室は、青いバナナを保

管し、エチレンガスで色付け作業。 

・花市場の 40%を大田市場がカバー（月水金は切花、火木土は鉢物）。 

・太田花きが業界 1位、フラワーオークションジャパンが業界 2位。 

・花市場セリ風景見学（セリ場には 500 人が入れ、インターネット上で 100 人が参加）。機

械セリ、下げセリとも言われ、花市場のセリは約 3秒で決まる。花は品目も多い為、早く

セリを終わらせる必要もあるが、平均 1時間～3時間。セリ落とされた品物は、画期的な

自動搬送システムで移送される仕組み。 

8:55 管理棟にて補足説明（大田市場を 13 階より見学、コンテナターミナルの様子を確認）。 

・大田市場は陸海空の輸送に適した場所。陸は高速道路や、貨物ターミナルと直結。 

・空は羽田空港、海は京浜運河と直結し、輸送手段が多彩である立地条件。その為、輸出入

の取り扱いも多いのが大田市場の特徴でもある。 

9:00 団長より見学のお礼。 

・楽しくセリの風景や花の苗等、ベトナムにはない風景を堪能できた。 

・自動搬送システムが先進的だった。 

9:05 高橋場長より補足説明。 

・大田市場の野菜果物取扱量は全国比で 1/7 の量。花き市場は 40%の取り扱い。 

・水産物は少なく 1%程度。 

 Q&A 

・農産物のセリを行う施設は全国に何か所あるのか？ 

⇒中央卸市場は東京に 11 か所。全国には 64 か所あり。大田市場の売値はホームページや

農業新聞記載公表される為、全国の基準となる。 

・一般人は購買できるか？ 

⇒プロとプロの売買の場所（一般人は売り買いできない場所）。 

⇒大田市場は高く売りたい生産者と安く買いたい消費者（業者）の駆け引きの場所。直販

とは違う（ベトナムにはないシステムであるため、詳しく説明）。売り手と買い手が中

央卸市場を通じてワンストップ（双方にとって楽なシステム）。 

9:10 高橋場長が所用にて急遽退室。Q&A は栗山氏が対応。 

・大田市場の維持費用は？ 

⇒東京都の建物を利用し、使用料などを卸業者や仲卸業者などが支払い納付。卸売り業者

の方に生産者が手数料を支払う（品目により異なるが数%程度）。 

・農産物品種検査の再チェック等はあるのか？抜き打ち検査などがあるのか？ 

⇒信用取引の世界。生産者は少しでも高くで売りたいため、品質管理はしっかりし、出荷

するのが通例。偶に、容量検査をすることはある。 

9:40 ベトナム側より記念品贈呈。 

9:45 関連棟に移動し、食堂へ案内。 

9:55 紹介頂いた「三洋食堂」へ。 



農林水産省 平成 30 年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業 
（東南アジア諸国との政策対話等） 

 

27 

10:28 太田市場出発。 

18:25 東京さぬき倶楽部到着後夕食。 

21:00 ベトナムの農業発展を祈念し、乾杯で終了。 

21:30 ホテル到着。 

 

【22 日（金）の記録写真】 
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５．日本の農業・食品関連企業の事業展開に際しての課題分析 

（カンボジア、タイ、ミャンマー、インドネシア） 

 

【総論】 

 東南ナジア諸国（カンボジア、タイ、ミャンマー、インドネシア）における二国間政策対話（官民フ

ォーラム、投資フォーラム）に際して、参加企業から事業展開にあたっての課題等を聴取したところ、

行政・制度については手続きの簡素化と透明性を、また、産業面については関連産業の発展を求める意

見が示された。 

 カンボジア、タイについては二国間政策対話（フォーラム）が日本で開催されたこともあり、多くの

企業の参加企業から意見をとりまとめた（参加企業数：カンボジア（64 社）、タイ（77 社）、ミャン

マー（22 社））。インドネシアについては、直前にインドネシア側の都合により二国間政策対話（及び

フォーラム）が中止されたが、事前に参加を表明していた企業からの意見を取りまとめた（11 社）。 

 タイについては、既に多くの企業がタイで事業展開していることもあり、課題としては、煩雑な手続

きの簡素化を求める程度であったが、他の 3ヵ国についてはより多くの課題が挙げられている。 

 タイ以外の 3ヵ国については、規制や制度面の煩雑さ、不透明性といった課題が挙げられている。 

ミャンマー、インドネシアについては、外資規制の問題が挙げられている（カンボジアは 100％外資

も可能）。 

 

【参加企業からの主な意見】 

 

（１）カンボジアにおける日本の農業・食品関連企業が事業展開する際の課題 

①カンボジアの行政・制度に関する問題 

 〇 不透明な税制が円滑な事業展開の妨げとなっている。 

 〇 煩雑な通関手続きが円滑な貿易の妨げとなっている。  

   また、公務員の腐敗が事業の妨げとなる場合がある旨が挙げられている。 

②カンボジアの産業に関する問題 

 〇 産業基盤がぜい弱であるため（中間資材（梱包材）などの入手が困難、殺菌器を持っている

企業がない）、事業展開に困難がある。 

 〇 食品製造業については、缶詰、瓶詰め作業が難しく、また、残留農薬などの分析ラボがない

ことが、事業展開に困難をもたらしている。 

 

（２）タイにおける日本の農業・食品関連企業が事業展開する際の課題 

①タイの行政・制度に関する問題 

 〇 制度面における主な問題点としては、煩雑な手続きがあげられており、簡素化が求められて

いる。 
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（３）ミャンマーにおける日本の農業・食品関連企業が事業展開する際の課題 

①ミャンマーの行政・制度に関する問題 

 〇 制度面における主な問題点としては、外資規制、種苗登録等の手続きが不透明・不明確であ

ることがあげられている。 

②ミャンマーの産業に関する問題 

 〇 生産性が低く、また、契約栽培する農家の義務意識が低いことが、事業展開の課題となって

いる。 

 

（４）インドネシアにおける日本の農業・食品関連企業が事業展開する際の課題 

 〇 インドネシアの行政・制度に関する問題 

 〇 外資規制が、インドネシアへの事業展開の妨げとなっている。 

 〇 煩雑な法制度が、インドネシアにおける事業展開を妨げている。 

 


