
 

 2011 年 3 月 4 日 

 
ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）、補助金問題、就農者の減退など農業が注目される中、Ｎ－1

サミット実行委員会（実行委員長：高島宏平）は 2011 年 3 月 3 日（木）に農業者向けイベント｢Ｎ－1
サミット 2011｣を、新宿パークタワーホール（東京都新宿区）にて開催しました。 

本本本本イベントイベントイベントイベント内内内内にてにてにてにて実施実施実施実施をしたをしたをしたをした、、、、農林水産省農林水産省農林水産省農林水産省    篠原孝副大臣篠原孝副大臣篠原孝副大臣篠原孝副大臣、、、、参議院議員参議院議員参議院議員参議院議員    松田公太氏松田公太氏松田公太氏松田公太氏ををををゲストゲストゲストゲストにににに
迎迎迎迎ええええ有識者有識者有識者有識者をををを交交交交えたえたえたえたＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰををををテーマテーマテーマテーマにしたにしたにしたにしたディスカッションディスカッションディスカッションディスカッション終了後終了後終了後終了後にににに、、、、参加参加参加参加したしたしたした専業専業専業専業農家農家農家農家をををを対象対象対象対象にににに、Ｔ、Ｔ、Ｔ、Ｔ
ＰＰＰＰＰＰＰＰのののの賛否賛否賛否賛否についてについてについてについて、、、、アンケートアンケートアンケートアンケートをををを実施実施実施実施ししししましたましたましたました。。。。    

またまたまたまた全国全国全国全国 1000100010001000 軒以上軒以上軒以上軒以上ののののカリスマカリスマカリスマカリスマ農家農家農家農家のののの中中中中からからからから最最最最もももも多多多多くのくのくのくの消費者消費者消費者消費者にににに感動感動感動感動をををを与与与与えたえたえたえた農家農家農家農家さんをさんをさんをさんを表表表表
彰彰彰彰するするするする｢｢｢｢農家農家農家農家・・・・オブザイヤーオブザイヤーオブザイヤーオブザイヤー｣｣｣｣発表発表発表発表・・・・表彰式表彰式表彰式表彰式をををを開催開催開催開催しししし、、、、最高金賞最高金賞最高金賞最高金賞にはにはにはには田中一仁田中一仁田中一仁田中一仁さんさんさんさん（（（（千葉県千葉県千葉県千葉県））））がががが選選選選ばばばば
れましたれましたれましたれました。。。。    

    
■■■■    TPPTPPTPPTPP ディスカッションディスカッションディスカッションディスカッション傍聴後傍聴後傍聴後傍聴後、、、、農業農業農業農業をををを事業事業事業事業とするとするとするとする専業専業専業専業農家農家農家農家がががが回答回答回答回答…………賛成賛成賛成賛成５２５２５２５２%%%%・・・・反対反対反対反対３０３０３０３０%%%%    
 
 「Ｎ－１サミット 2011」に参加した専業農家を対象に、ＴＰＰの賛否について、イベント当日、ＴＰＰ
ディスカッション終了後にアンケートを実施しました。 
 調査対象調査対象調査対象調査対象のののの農家農家農家農家はははは、、、、会社勤会社勤会社勤会社勤めなどのめなどのめなどのめなどの農業外農業外農業外農業外のののの仕事仕事仕事仕事のののの収入収入収入収入をををを    
主主主主とするとするとするとする兼業兼業兼業兼業農家農家農家農家ではなくではなくではなくではなく、、、、農業農業農業農業をををを専業専業専業専業ととととしししし、、、、有機有機有機有機・・・・特別栽培特別栽培特別栽培特別栽培、、、、    
またはそれにまたはそれにまたはそれにまたはそれに準準準準ずるずるずるずる栽培形態栽培形態栽培形態栽培形態をとっているをとっているをとっているをとっている農家農家農家農家です。 

また、農林水産省 篠原孝副大臣、参議院議員 松田公太氏 
をゲストに迎え、賛成派と反対派の有識者を招いたＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰディスディスディスディス    
カカカカッッッッションションションションをををを傍聴傍聴傍聴傍聴しししし、、、、知識知識知識知識をををを得得得得たたたた後後後後ののののアンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果です。    
 

ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ賛成賛成賛成賛成はははは 52525252％、％、％、％、反対反対反対反対 30303030％、％、％、％、どちらでもないがどちらでもないがどちらでもないがどちらでもないが 18181818％％％％となりましたとなりましたとなりましたとなりました。 
 本年 1 月 28 日(金）～2 月 8 日（火）に実施をした、事前のアンケートでは、賛成 38％、反対 29％
でした（参考１）。 

＜TPP に賛成/反対？↓グラフ＞ 
 
・調査対象：Ｎ－１サミット 2011 参加農家（※） 
・調査方法：シールアンケート 
・調査日 ：2011 年 3 月 3 日(木） 
・有効回答数：265 人 
Ｎ－１サミット 運営事務局 オイシックス

株式会社調べ 
 

 

※有機・特別栽培、またはそれに準ずる栽培形態をとっている専業農家（野菜の農家９割以上、稲作農家１割未満） 

■■■■    ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰのののの賛成賛成賛成賛成・・・・反対反対反対反対、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの意見意見意見意見をををを学学学学ぶぶぶぶ…………Yes?Yes?Yes?Yes?    orororor    No?No?No?No?    TPPTPPTPPTPP    ディスカッションディスカッションディスカッションディスカッション    

非常に注目を集めている「ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）」をテーマに、賛成派と反対

派の有識者を招き、ディスカッションを行いました。参加している生産者も巻き込み、賛成/反対の

意識調査を実施。日本の農業の未来のためにはどうするべきか？を考える機会となりました。 

 

 

 

 

 

農業者向農業者向農業者向農業者向けけけけイベントイベントイベントイベント「Ｎ－「Ｎ－「Ｎ－「Ｎ－１１１１サミットサミットサミットサミット 2011201120112011」」」」内内内内にてにてにてにて    

ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ    賛成賛成賛成賛成５５５５割超割超割超割超えるえるえるえる    全国全国全国全国のののの専業農家専業農家専業農家専業農家ががががアンケートアンケートアンケートアンケート回答回答回答回答    

1,0001,0001,0001,000 軒軒軒軒ののののカリスマカリスマカリスマカリスマ農家農家農家農家おいしいおいしいおいしいおいしいＮＯＮＯＮＯＮＯ....１１１１がががが決定決定決定決定！「！「！「！「農家農家農家農家
ノ ー カ ー

・・・・オブザイヤーオブザイヤーオブザイヤーオブザイヤー」」」」    

桃桃桃桃のようにのようにのようにのようにジューシージューシージューシージューシーでででで甘甘甘甘いいいい「「「「ピーチピーチピーチピーチかぶかぶかぶかぶ」」」」がががが 2222 年連続年連続年連続年連続でででで最高金賞受賞最高金賞受賞最高金賞受賞最高金賞受賞    

Ｎ－Ｎ－Ｎ－Ｎ－１１１１サミットサミットサミットサミット事務局事務局事務局事務局    
オイシックスオイシックスオイシックスオイシックス株式会社内株式会社内株式会社内株式会社内    

〒141-0022   
東京都品川区東五反田 1-13-12 

COI 五反田ビル 10F 

News ReleaseNews ReleaseNews ReleaseNews Release    

52%52%52%52%

30%30%30%30%

18%18%18%18% 賛成

反対

どちらでもない

【ゲストスピーカー】         【ご登壇者】 

農林水産省 篠原 孝副大臣   （賛成派） 農業技術通信社…浅川芳裕氏  

参議院議員 松田 公太氏           駒澤大学准教授…飯田泰之氏 

（反対派） 経済評論家…三橋貴明氏  

農林中金総合研究所…蔦谷栄一氏 



■■■■    ２２２２年連続最高金賞受賞年連続最高金賞受賞年連続最高金賞受賞年連続最高金賞受賞！！！！もともとはもともとはもともとはもともとは自家用自家用自家用自家用だけだっただけだっただけだっただけだった““““かぶかぶかぶかぶ””””がががが大大大大ヒットヒットヒットヒット    ////    他他他他、、、、受賞者紹介受賞者紹介受賞者紹介受賞者紹介    
    

生産者：田中一仁さん（千葉県） / 商品名：ピーチかぶ       ▼▼▼▼田中田中田中田中さんとさんとさんとさんとピーチピーチピーチピーチかぶかぶかぶかぶ 

ストーリー 

田中さんの畑に訪れたバイヤーが、畑の端っこにひっそりと
育てられている「かぶ」を見つけました。一口かじってみると、ま
るで桃のようにジューシーで甘くておいしい。何故もっとたくさ
ん作って出荷しないのか、とたずねると、「このかぶは黒くて売
れないんだよ」といいました。実は、玉が柔らかいため雨風に
弱く黒ずみやすいというのです。しかし、どう見ても白いかぶに
しか見えません。それでも、一般の市場は見た目や規格を重
視するため売れず、自家用だけで育てていました。しかし、お
いしさに感動したバイヤーが「このカブをなんとかお客様に届
けたい」という思いで田中さんに何度もお願いをし、販売が実
現しました。 
  お客様から、おいしいという声を多く集め、２年連続の最高
金賞受賞となりました。 
                                           
 このピーチかぶは、生のままで何もつけずにかぶりつくのが特
徴の一番わかる、おすすめの食べ方です。金賞以外のほかの
受賞野菜も、フルーツのように甘いものや、高い鮮度などが評価
される傾向にありました。一般市場では形や見た目が重視されま
すが、安全でおいしく、付加価値のある野菜が評価されることが、
今回の投票結果により明らかになりました。 

    

 

＜農家・オブザイヤー受賞者＞ 

最高金賞：田中一仁さん（千葉県） 

・・・代表商品：ピーチかぶ 

銀賞：伊原努さん（千葉県） 

・・・代表商品：みつトマト 

銅賞：村野繁長さん（鹿児島県種子島） 

・・・代表商品：種子島安納いも 

 

 

    

■■■■    「「「「Ｎ－Ｎ－Ｎ－Ｎ－１１１１サミットサミットサミットサミット」」」」とはとはとはとは    

将来の農業会を背負って立つ、自信と気概をもて農業に取り組む人たちが集い、学び、考え、

交流し、称えあう場として、農業界の活性化を目指すイベントです。 

 「Ｎ－１サミット 2011」では、全国の優良農業者を中心に 400 名ほどが参加し、農業界最大級のイ

ベントとなっております。 

 

＜Ｎ－１サミット 20011 開催概要＞ 

１．イベント名：Ｎ－１サミット２０１１ 

２．主 催  ：Ｎ－１サミット２０１１実行委員会 

３．開 催 日：2011 年 3 月 3 日（木） 

４．開 催 地： 新宿パークタワーホール（東京都新宿区西新宿 3-7-1）  

 

 

農家・オブザイヤー受賞者 



■■■■    下記下記下記下記のようなことをごのようなことをごのようなことをごのようなことをご取材取材取材取材いただけますいただけますいただけますいただけます    

・農家・オブザイヤーノミネート者・受賞者の取材 

・受賞者の野菜をご購入いただいているお客様インタビュー 

・Ｎ－１サミット実行委員長・オイシックス代表、高島へのインタビュー 

など、その他ご相談に応じて対応させていただきますので、お気軽にお問合せください。 

 

Ｎ－Ｎ－Ｎ－Ｎ－１１１１サミットサミットサミットサミット事務局事務局事務局事務局（（（（オイシックスオイシックスオイシックスオイシックス株株株株式会社内式会社内式会社内式会社内））））へのおへのおへのおへのお問合問合問合問合せせせせ    

    

 

 

【参考１】    

＜事前、ＴＰＰアンケート結果＞ 

 有機・特別栽培の栽培形態をとっている取引農家 140 名を対象に、ＴＰＰ（環太平洋戦

略的経済連携協定）の賛否について、本年 1 月 28日から 2 月 8日に事前アンケートを実施

しました。 

＜TPP に賛成/反対？＞ 

・調査対象：有またはそれに準ずる栽培形態を

とっている専業農家 

・調査方法：FAX 調査 

・調査期間：2011 年 1 月 28 日(金）～2 月

8 日（火） 

・有効回答数：140 

 Ｎ－１サミット 運営事務局 オイシッ

クス株式会社調べ 

 

【参考２】 

NNNN----1111    サミットサミットサミットサミット開催開催開催開催プログラムプログラムプログラムプログラム    

・農業者のための分科会 

・Yes? or No? TPP ディスカッション 

・食関連分野における海外成長戦略についての考察 

・Ｎ－１ヤンググランプリ 

・農家・オブザイヤー 

 

NNNN----1111    サミットサミットサミットサミット運営組織運営組織運営組織運営組織    

実行委員 

委員長： 高島宏平氏（オイシックス株式会社 代表取締役社長 ） 

（以下五十音順） 

浅川芳裕氏（月刊『農業経営者』副編集長） 

清水淳氏（株式会社リクルート 事業開発室 室長） 

高木勇樹氏（特定非営利活動法人日本プロ農業総合支援機構副理事） 

宮坂学氏（ヤフー株式会社 コンシューマ事業統括本部長） 

Ｎ－１サミット事務局（オイシックス株式会社内）  大熊拓夢（オオクマ タクム）・松岡英花（マツオカ エイカ） 
TEL：03-5793-1207 FAX：03-5447-2689  E-mail： okuma@oisix.co.jp matsuoka-eika@oisix.co.jp 

 

38%38%38%38%

29%29%29%29%

9%9%9%9%

24%24%24%24%

賛成

反対

どちらでもない

回答なし



協賛企業 

・ レンゴー株式会社 

 

後援企業・媒体（五十音順） 

・Agrizm 

・株式会社サカタのタネ 

・タキイ種苗株式会社 

・トキタ種苗株式会社 

・ナント種苗株式会社 

・日本政策金融公庫 東京支店 農林水産事業 

・一般社団法人日本フードアナリスト協会 

・特定非営利活動法人日本プロ農業総合支援機構 

・（株）農業技術通信社 

・農業経営者 

・野村證券株式会社 野村アグリプランニング＆アドバイザリー株式会社 

・ポテカル 

・みかど協和株式会社 

・株式会社武蔵野種苗園 

・ヤフー株式会社 

・株式会社リクルート 

 

運営事務局 

事務局長 田美智子（オイシックス株式会社） 


