
たまねぎ産地の維持・強化に向けて
活動期間：平成２５年度～（継続中）

○長生地域（白子町、長生村）は、早生たまねぎの産地（面積２９ｈａ）である
が、生産者の高齢化により、生産者数、面積は減少していた。

○重労働である定植、収穫作業について、各種機械の実演会・検討会を行
い、産地に適した機械化や省力化を進めた。

○生産者・関係機関からなる検討委員会の設立を支援し、栽培試験や、ブラ
ンド化、組織再編を支援した。

○その結果、８台の移植機が導入され、１ｈａ以上の生産者は２戸から９戸に
増加した。

具体的な成果

１ 各種作業の機械化
■機械導入による省力化
①育苗作業の省力化

全自動は種機導入 ２組織
②定植作業の省力化

全自動移植機導入 １組織（３台）
半自動移植機導入 ５戸（５台）

③収穫・調製作業の省力化
根葉切り調製機導入 ６戸
掘り取り機導入 ５戸

２ 生産者の規模拡大
■各種機械の導入により、１ｈａ以上まで経
営規模を拡大した生産者は、２戸（平成２
４年）から９戸（平成２９年）に増加。

３ 生産量、販売金額の増加
■共選出荷量、
販売金額（直売、
葉玉葱含む） は、
４７０ｔ、０．８５億
円（平成２４年）か
ら、７９０ｔ、１．６７
億円に増加（平成
２９年）。

４ 生産者の意識統一とブランド化
■産地の活性化に寄与
①組合としての栽培指針の作成
②組合専用肥料の開発
③ＧＡＰチェックシートの作成
④出荷組織の再編

普及指導員の活動

平成２５年～２８年
■生産者・関係機関からなる「ながいき
玉葱活性化委員会」の設立を支援。

■品種試作や肥料比較試験を実施。
■ブランド化等の優良産地視察を実施。

平成２７年
■全組合員を対象に意向調査を実施し、
産地の今後の予測や組合員の要望を把
握。

平成２７年～３０年
■移植機、収穫機の実演会、現地検討会

を実施。
■全自動は種機を用いたセルトレイ育苗

について、培土の検討や導入コストの
試算をし、生産者に提示。

■機械化体系を取り入れた、経営事例に
ついて試算をし、生産者に提示。

平成２８年～３０年
■出荷組合として栽培指針、防除暦の作

成を支援し、全組合員に配付。
■ＧＡＰチェックシートの作成、配布。

普及指導員だからできたこと

・コーディネート機能を発揮し、関係者が一
同に会した「ながいき玉葱活性化委員会」
の開催を支援した。

・産地目標と将来の産地ビジョンを提言し、
生産者と関係機関で共有できた。
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たまねぎ産地の維持・強化に向けて 

―機械化・省力化の推進と出荷組織の機能強化― 
 
活動期間：平成 25 年度～（継続中） 
 
１．取組の背景 

白子町と長生村は、砂質土と温暖な気候を生かした早生たまねぎの産地で

ある。最盛期の昭和 40 年には 212ha の栽培面積を誇る一大産地であったが、

生産者数の減少、高齢化等により栽培面積は縮小し、平成 27 年には、栽培者

数 120 名、栽培面積 29ha となった。近年、白子町の「白子たまねぎ祭り」、

「たまねぎ狩り（直売）」の取組等による直売での値決め販売、市場を通した

契約出荷の増加により生産者の収益が向上したことや個々の規模拡大もあ

り、面積の減少には歯止めがかかりつつあるが、生産者の高齢化は進み、10
年後には経営を縮小またはやめるという経営体も多い。 

こうした中、中核的な生産者が経営規模を拡大し産地を維持していくため

には、重労働である定植、収穫、出荷（運搬）作業の機械化・省力化が重要な

課題となっている。そこで、白子町玉葱出荷組合に働きかけ、当産地に適した

各種作業の機械化・省力化を進めることとした。 
また、産地の維持発展や有利販売のためには出荷組織としての機能強化も

重要であり、組織の再編や活動の活性化を働きかけた。 
 

２．活動内容 

（１）機械化・省力化の検討・推進 
ア 定植作業の機械化・省力化 

平成 27 年、28 年に移植機の実演会を普及指導センター（以下、農業 

事務所）、出荷組合、関係機関が連携し実施した。全自動移植機用のセル

トレイ育苗について、植え付け精度の向上や省力・低コスト化に向けた固

化培土の検討を行った。また、育苗培土の違いよるコスト比較や労働時間

を調査し普及に向けた基礎資料とした。 

イ 収穫・調製作業の機械化・省力化 

当産地で行われているマルチ栽培では、収穫時にマルチとたまねぎが

うまく分離しないなど、収穫作業の機械化には大きな課題がある。    

そこで、平成 27 年～29 年にかけて収穫機の実演会や現地検討会を実施

した。また、既存機械の他、静岡県とメーカーが共同開発したマルチはが

し同時収穫機や、生分解性マルチと既存機械を併用した現地試験を併せて

実施した。 

ウ 運び出しや運搬作業の省力化 

収穫作業の問題点の整理と改善策の提案を行い、リフト付き運搬車や

軽トラック積載型クレーンの実演会を実施し、省力化、軽労化の意識改革

を図った。 



 
（２）生産・出荷組織の活性化と機能強化 

ア 平成 27 年に組合員への意向調査を実施し、関心が高かった、単価向上、

機械化について推進提案を行ってきた。 

イ 組合員の減少に伴い、組合活動や情報共有が停滞していたことから、 

支部の再編等の組織再編を支援し、組織活動の活性化と組合員の意識向上

を図った。 

ウ 「白子たまねぎ」の将来構想を検討するために、生産者代表と関係機関

で構成される「ながいき玉葱活性化委員会」設立を支援した。 

設立後は当委員会を主な対象とし、品種や肥料等の試験、機械化やブラ

ンド化等の先進事例の視察研修を行った。 

エ 新しい選果機導入に向け、選果機利用部会の設立を支援した。 

 

３．具体的な成果 

（１）省力化機械の導入 
ア 定植作業の機械化・省力化 

  平成 22 年に機械利用組合（5 戸）が白子町

で初めて 4 条全自動移植機を導入してから移

植機の導入はなかったが、実演会等を開催し

た結果、半自動移植機の導入が進んだ。 

平成 30 年現在、全自動移植機では歩行型が

3 台、半自動移植機では乗用型が 2 台、歩行型

が 3 台の合計 8 台が導入された。 

平成 31 年作に向け、4 戸がセルトレイ育苗

を試験的に導入し、将来的な定植作業の機械化

を検討している。 

イ 収穫・調製作業の機械化・省力化 
 収穫調製関連の機械については、根葉切り調

製機が 6 台導入された。      

掘り取り収穫機では、歩行型 2 条収穫機が既に 1 台導入されていたが、新

たに簡易な収穫機（振動式根切り機）が 4 台導入された。 

なお、より能力の高い 4 条同時収穫機の導入を目指し、マルチ除去の試験

を重ねてきたが、マルチ回収の精度や柔らかい早生たまねぎでは傷がつきや

すいなどの点で、導入には依然課題が残っている。 

（２）生産者の経営規模拡大 
     たまねぎの作付け１ha 以上の生産者は、平成 24 年には 2 戸であったが、

各種機械の導入により省力化が図られ、平成 29 年には 9 戸となった。最大の

生産者は 5ha を超える作付面積となった。 

     また、40 代の新規就農者が平成 27 年に 1 名、平成 29 年に 1 名栽培を開始

し、規模拡大意向を示している。 



（３）出荷量、産出額の増加 
 白子選果場に出荷された、たま

ねぎの販売数量は、平成 27 年

542t、平成 28 年 681t、平成 29 年

790ｔと年々増加してきた。また、

販売金額（玉葱狩り、葉玉葱等含

む）は、平成 27 年 1.46 億円、平

成 28 年 1.6 億円、平成 29 年 1.67

億円と増加してきた。 

平成 30年は、育苗期の台風被害、

冬季の低温乾燥、べと病のまん延

による不作のため、販売量 353t、

販売金額 1.11 億円にとどまった。 

（４）ブランド化と組合員の意識統一 

出荷組合、関係機関と連携し、平成 28 年に出荷組合として初の栽培指針と

防除暦を作成し、平成 30 年にはＧＡＰ手法を活用した栽培チェックリストを

作成した。また、ブランド化への取組の一つとして、有機質資材の利用によ

る消費者へのＰＲを目指した肥料試験を、ながいき玉葱活性化委員会が中心

となり実施し、平成 28 年に組合専用の有機入り緩効性肥料を作成した。 

これらの活動により、栽培方法統一への動きや組織活動の活性化が進み、

新しい選果機の導入も行われた。 

また、組合員の「白子たまねぎ」のブランド化への意識が高まり、平成 31

年には「白子たまねぎ」の商標登録を取得した。 

    

４．農家等からの評価・コメント 

（白子町 Ａ氏（前組合長）） 
 小さな産地が生き残るためには、生産者・関係機関が未来を見据えて同じ

意識を持つことが必要。農業事務所にはこれからも、生産者がまとまるよう

働きかけてもらいたい。 
 
５．普及指導員のコメント 

（長生農業事務所改良普及課・普及指導員・宍倉悠太） 
産地育成を図る上で生産者を含めた関係者といかに産地ビジョンを共有で

きるかが重要である。今後も地域と一体となった産地振興を図っていきたい。 

 

６．現状・今後の展開等 
 (１)地域におけるモデル経営体の育成 

 引き続き、産地に適した省力化機械の導入支援を行うとともに、規模拡大

志向経営体を重点的に支援し、産地のモデル経営体として育成を図る。 



 

 (２)販売単価の向上 

 新しく導入された選果機を核に、契約販売等の実需者の求める栽培技術の

確立支援や、「白子たまねぎ」ブランドを生かした販売促進を支援し、産地の

強化を図る。 

 (３)単収、品質の向上 

 栽培指針・防除暦の周知による、産地として栽培方法の平準化を図る。ま

た、べと病等の重要病害虫の防除技術の確立を支援し、収量、品質の向上を

図る。 
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