
2023年2月17日

株式会社関東地区昔がえりの会

加工・業務用野菜の機械化とスマート農機の

シェアリングによる低コスト技術体系について

東北地域の加工・業務用野菜に関する
オンラインセミナー・情報交換会
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設立等 １９９９年(平成11年)７月 農地所有適格法人、認定農業者、人農地プラン中心経営体
所在地 本社 〒369‐0311 埼玉県児玉郡上里町勅使河原717

電話 0495‐35‐2061 ファクス 0495‐35‐2062
メールアドレス info@mukashigaeri.jp ホームページ http://mukashigaeri.jp/profile.htm

資本金 7,000万円（株主45名/農業者、取引先3社含む）
役員 代表取締役社長：小暮郁夫 取締役：高橋仁、岩田昌洋、辻村公秀 監査役：金井康弘
主要取引銀行 しののめ信用金庫本庄支店、 日本政策金融公庫農林水産事業部さいたま支店、武蔵野銀行本庄支店、

農林中央金庫関東業務部、埼玉縣信用金庫本庄支店、埼玉りそな銀行本庄支店、足利銀行本庄支店
事業内容 農産物の生産・販売及び作業受託や営農支援等
栽培品目 キャベツ、白菜、青ネギ、ブロッコリー、小松菜、玉ねぎ等
構成員等 認定農業者を中心に会員農家36戸で構成、 主要な生産農家数は、7戸

自社及び会員の栽培・出荷取扱い面積は100ha (ハウス施設面積は5.9㏊)
従業員数 31人（社員11人 パート社員7人、インドネシア技能実習生9人、カンボジア技能実習生4人）
主要出荷先/敬
称略

株式会社ゼンショーホールディングス、株式会社リンガーハット、デリカフーズ株式会社、株式会社ジョ
イアスフーズ、株式会社日本アクセス、 東京青果株式会社、CJフーズジャパン など

加盟団体等 埼玉ひびきの農業協同組合組合員、上里町認定農業者連絡協議会会員、彩の国さいたま農業法人協会、公
益社団法人日本農業法人協会、日本ブランド農業事業協同組合、上里町商工会など

関係会社 株式会社昔がえりの会 (東京都江東区) 、株式会社乾武農園(埼玉県児玉郡上里町)、株式会社埼玉玉ねぎ
生産供給センター（埼玉県児玉郡上里町）、株式会社ゼンショーファーム北関東 (埼玉県児玉郡上里町)
CJフーズアグリジャパン（埼玉県児玉郡上里町）

Ⅰ．会社概要 2023年1月現在
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地域概況等
・上里町/人口30,554人 (南北5.5㎞、東西6㎞)

・埼玉県と群馬県境の町(埼玉県の北の玄関口)
・東京日本橋(旧中山道)へ86㎞
・関越道自動車上里スマートICへ1㎞(大型可)
・上越新幹線本庄早稲田駅へ6㎞
・JR高崎線神保原駅へ1.7㎞
・利根川の中流域に広がる平野
・農用地区域面積929ha ・標高50～80m
・乾田地帯(関東ローム層と沖積土)

弊社所在地

カット野菜
施設

集
出
荷
施
設

玉ねぎ施設

ねぎ調整施設

敷地等面積1.6ha

0.9ha

1．営農環境(拠点の立地環境)
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2．営農環境(圃場概要)

300ヵ所に分散した60㏊以上の圃場管理

関越自動車道上里SA
スマートIC

拠点施設

玉ねぎ施設

ハウス
ハ
ウ
ス

ハ
ウ
ス

ハ
ウ
ス

ハウス

ハウス

※圃場面積の大区画化が課題
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第1段階 法人の設立及び運営 1999年7月
※集出荷拠点整備及び30戸の多様な農家の取りまとめ

第2段階 スーパー店舗へ直送での販売 2001年4月
※西友11店舗直送への取組(販売戦略、価格付け、買取り)

第3段階 野菜集出荷及び野菜加工施設の整備 2008年2月
※既存施設からの移転及び6次産業化への取組

第4段階 加工施設の貸出に伴う加工業務用野菜の契約栽培へ 2010年6月
※効率的契約栽培への取組等への仕組みづくり

第5段階 自社栽培の強化による生産拡大 2012年4月
※農地の集積及び正社員の採用拡大、海外技能実習生の受入

第6段階 玉ねぎ等の乾燥選果低温貯蔵施設の整備 2019年6月竣工
※農商工連携強化に向けた取組み(実需者と農業生産法人設立)

第7段階 野菜加工実需者との農商工連携の拡大
※大量の野菜を消費する惣菜工場等を近隣へ誘致

営農環境の変化に合わせた対応策

3．24年間営農を継続する中での転換点

ハウス果菜類と
多様な露地野菜

６次産業化

露地大型重量野菜

農商工連携

発展・進化

スマート農業への取組
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Ⅱ．加工業務用野菜の契約栽培への取組

2010年秋から契約栽培開始

需要地に近く、恵まれた立地

生活や野菜の消費形態の変化

規格の幅が広いため新規就農者向き

加工業務用野菜契約栽培の強化方針

実需者への農商工連携の提案
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1．外食企業との農商工連携の取組み事例

・相互の専門分野の強みを活かす

・加工施設の賃貸借と野菜の供給による連携

1.外食企業様との長期間の加工施設賃貸借

2.加工場床面積 1,226㎡

3.カット野菜の製造

4.主な加工野菜(ネギ類、大根)

相互のメリット関係を深化

・適期収穫で
歩止りの向上

・効率的な
野菜の調達

実需者 野菜生産者

・野菜加工の求める
要件をよく知る

・適地適作の中で
の最適な計画生産

連携

加工施設

加工施設
集出荷施設

加工施設

出荷待ちの野菜
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2．青ネギ栽培農家から調整作業の受託

・栽培農家は、収穫して青ネギを持ち込むまでが仕事(青ネギ及び他品目の作付余力の拡大)
・農家は、栽培に重点をおいた作業(プロの栽培技術を発揮 ⇒ 品質向上は、生産性向上へ)
・中国産ネギ等とのコストを含む総合的な競争力の整備(製品原価比較での優位性確保へ)

栽培農家 栽培農家 栽培農家 ※早朝などの品温の低い時間
帯に収穫し、速やかに搬入

集荷場へ持ち込む
午前6時～順次

出荷業務
※加工施設職員

出庫
順次

外食企業加工場
等でカット加工

DC⇒店舗へ
当日か翌日

全自動皮むき
機による作業

調整作業時間
午前8時30分
～午後5時頃

出荷箱への
検品詰め作業

冷蔵保管
3℃

・2012年5月よりは
目標量：1,200㎏/日
・年間：365日
・当面の目標は、2㌧
/日へ引上げ ※パート職員を中心とした作業(9人前後)

関東信越から青森まで

7



株式会社関東地区昔がえりの会

©
Ⅲ. 農業機械の共同利用による栽培コスト低減化

組織的取組み開始当初の活用状況
⇒12種類、24台共有化

ロータリー耕運

野菜全自動播種機

2015年度、攻めの農業実践緊急対策事業による農業機械の導入
11種類、12台 2016年3月利用開始

乗用２条移植機

2016年度産地パワーアップ事業
の導入/13台
2017年3月利用開始

全面マルチ成形機

農機具保管施設整備 ( 2019年9月 )

更に増強を目指す
52台

2018年度産地パワーアップ事業
を導入/14種類25台
2019年3月利用開始

80台体制へ

2020年度スマート農業実証事業採択
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1. スマート農業への取組み開始

クボタのＫＳＡＳを導入（2016年10月～、2017年3月から本格入力開始）

https://ksas.kubota.co.jp/ksas/farming/users/login

・日報の入力や地図・気象アプリの活用 ⇒ 作業や農場の高度化を目指す

・日報データを2017年5月から給与計算に活用開始

2019年クラウドアプリを使った多数のデータ集計の迅速化

農機のIT化を推進
( 6台導入 )

IoT型センシング技術と通信技術を
一体化し、リアルタイムに生育状況
を可視化、診断し、生育を最適化

（1）営農管理に農業ICTを導入

2022年4月各種データを統合管理システムでの処理体系に移行
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2．スマート農業技術・開発の実証事業への取組み

加工・業務用野菜のサプライチェーン最適モデル構築の一貫技術体系化 （ 計画・栽培・収穫・出荷 ）

①機械化・ＳＣ効率化の技術体系の実証 （ キャベツ・玉ねぎ ）

②農業機械コスト低減に向けた広域シェアリングモデルの実証 （ キャベツ収穫機中心 ）

・ICTによる広域エリア利用調整
・作付タイミング、生育状況モニタリング
・課金スマート化 （ オートログ化 ）
・清掃・メンテナンス・搬送安心化

・需給調整システム ( 需要と営農システムの連携 )

・供給管理業務効率化 ( 鉄コンICTタグ管理 )

・IoT業務加工用の栽培規格・技術化

・栽培管理 ( 機械収穫歩留向上 )

・ICTセンシング＆ピンポイント対応

・作業・農業機械生産性管理

・圃場作業機械化・自動化

・設備ロス構造分析＆改善

・選果のICT化

加工・業務用野菜サプライチェーン最適モデル
Q 適正品質 C 低コストオペレーション D 適期適量

実証構成員：東京電機大学、日本能率協会C、クボタ、JA三井リース、リンガーハット、埼玉県農林部生産振興課及び関係機関、

関東地区昔がえりの会、埼玉玉ねぎ生産供給センターほか、生産者など17団体

採択及び実証開始：2020年4月から2年間 ( 以後も継続 )

～機械化オペレーション～

～ＩｏＴ効率化栽培～

～12カ月高稼働シェアリング～

～SC全体効率化～
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