
株式会社関東地区昔がえりの会

©
(1) スマート農業技術・開発の実証事業の推進

計画
基準・規格

土づくり
育苗・定植

栽培管理 収穫
選別・加工

在庫
加工

機械化

オペレーション

Iot効率化栽培

SC全体効率化

12カ月高稼働

シェアリング
（ キャベツ収穫機 ）

・自動播種機

・自動ロボﾄﾗｯｸ

・移植機

・GPS自動操舵ｼｽﾃﾑ

・土壌診断ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ

生産者で
保有済含

・環境ｾﾝｼﾝｸﾞ
・圃場潅水ｼｽﾃﾑ
・霜害警報ｼｽﾃﾑ
・薬剤散布機

・キャベツ収穫機
・オニオンタッパー
・オニオンハーベスタ

・玉ねぎ選果機
・低温保管庫
・鉄コンテナ

・従来仕様と鉄コンテナ流
通の加工時の品質、歩
留まりコスト比較

加工・業務用
野菜の栽培
規格・基準化

農業機械の有効活用度モニタリング ( ロス構造で問題把握→改善PDCAサイクル ）

生育・収穫状況モニタリング ( 機械化影響度分析→技術化 )

センシング→ピンポイント対応効果モニタリング ( 施肥・農薬散布 )

作業生産性モニタリング ( 機械化効果→改善PDCAサイクル )

収量予測・実績を反映した出荷計画ローリング

・鉄ｺﾝICTタグ管理 ( 荷姿改善、鉄ｺﾝ回収・準備 )

営農管理システム
センシングデータ
との連携

・需要データと連動した

広域間作付・出荷計画

・出荷計画にもとづく
収穫機 ( 関連機器・搬送車 )
の12カ月稼働計画

・ドローンモニタリング
（ 予定収量 / 収穫適期判断 ）

収穫機稼働の計画ローリング

・課金のスマート化 （ 機械からのオートログ化 ）
・清掃・メンテナンスフォロー安心化 ( 機械稼働データ・動線データ分析 )

加工・業務用野菜のサプライチェーン最適モデルの一貫技術体系化
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株式会社関東地区昔がえりの会
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(2)農業機械のシェアリングへの取組み

昔がえりの会

生産担当社員等 18名

農業
機械

青ネギ等

の調整

独立就農

会員農家
Ａ

会員農家
Ｂ

会員農家
Ｃ

農業機械・労働力等の貸し借り

時間や面積に応じて相殺や金銭で精算

育苗、耕耘、施
肥、定植、防除、
収穫など

従前の地域内共同利用 広域シェアリング

・標高差等ある最寄県間移動

・リース会社や農機修理機能
等参加による仕組みの組成

農機の年間稼働率の向上による
コストの低減化

・収穫機等の大型高性能農機
対象機器

移動範囲

組織体制既存取組み

取組み実証

課題：導入済の補助事業は、利用地域制限

埼玉 長野等高冷地
1.5時間
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(3)玉ねぎ乾燥に吸引送風機導入での迅速化

63

2 7

1 鉄コンテナ2段、2
列、12列 48コン

54
2021年5月竣工(玉ねぎ乾燥等多用途ハウス)
4連棟×間口8m×39m＝1,248㎡
軒高4m、天窓及び遮光カーテン1層整備

送風が弱く乾燥が不充分圃場から集荷された玉ねぎ

1．梅雨時の速やかな収穫と急速乾燥工程
2．玉ねぎの迅速な乾燥による品質安定化
3．選果機械の効率的な運用(結露対策)
4．大規模な栽培面積への対応

乾燥収穫 選果 低温乾燥保管・出荷

ボトルネックの解消

概ね5日～1週間で入替

最大384コンテナ収容し、6回転

2019年6月竣工選果・乾燥・冷蔵保管庫

レンタル品
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(4)大型農業機械の搬送車導入

導入車仕様

1.改装元 アイバワークス
2.基礎車両 日野自動車 8㌧車両
3.荷台 スライドデッキ機能付き
4.最大積載量 6.8t
5.付加機能 ユニック機能付き
6.荷台の長さ 内寸6.5m
7.荷台の横幅 内寸2.4m

2．玉ねぎ収穫機械４台やキャベツ収穫機１台など
の大型農機具や作業機は、キャタピラ仕様や道
路走行に不向きで広域移動に労力や経費増

1．大型農機具の共同利用率の向上

3．農産物入り鉄コンテナの効率的な回収

従来搬送事例

シェアリングに向け圃場や地域間移動の効率化

全自動キャベツ収穫機

4．大型農機回送の効率化とコスト削減
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株式会社関東地区昔がえりの会
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Ⅳ. DX化に向けた統合管理システム開発の概要

2021年度～2022年度メインで開
発する範囲

■統合データ管理・参照システムの出力例
DX化全体像
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1．統合データ管理・参照システムで実現すること

１．データ連携による事務作業の軽減と正確性向上

２．経営指標の早期把握

・集出荷販売システム、圃場管理システム（クボタ社KSAS)、肥料等の資材管理で使用しているExcel等の
データをクラウドに集め、加工・集計し会計システム（Freeee)にデータ連携を行い、請求書の作成、売掛金
の管理

・このデータ連携により、会計システムへのデータ入力及び確認作業が不要となり、作業時間が3日から2時
間程度に短縮

・統合データ管理・参照システムでは日々の取引を蓄積しますので、月中及び期中で売上や粗利等の把握が
可能

・圃場ごとの作業記録の蓄積により、作業コストが把握でき、生産性効率改善に役立つ

・年度ごとに経営指標の推移が把握できますので、将来の経営計画を立てるのに活用

■取得可能な経営指標

 取引ごとの粗利
 取引先別品目別の収支状況
 出荷予定と実績の対比表
 圃場ごとの作業記録、投入資材等の明細表 等
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Ⅴ. 降雹被害からの経営再建

当社被害品目：全滅/キャベツ1㏊、玉ねぎ15.5㏊、
出荷3ヶ月分/青ネギ4.1㏊

当社被害額：1億円

2022年6月2日午後6時頃から30分間、当地域観測史上最大の雹害発生 事業継続計画
（BCP）

主な品目：296㏊/スイートコーン、小麦、茄子、
9.4㏊/梨など、421棟/ハウス施設、

農業被害額：4億8,300万円
ガラス破損：公共施設/24施設、一般家庭/1,680戸、車など多数

当町内での被害（農用地の全面積は、約1,000㏊）

過去経験したことの無い災害多発

当社関係の被害
・2014年2月14～15日、雨水を大量に
含んだ73㎝の積雪を記録

・ハウス施設の倒壊5ha/罹災率70％
(弊社関係者)で果菜類、青ネギ等で
大打撃を受ける

当社被害（農用地50㏊の内20.6㏊）

最近の災害⇒雪害

あらゆる事態を
想定した対策必要

2回更新済み

雹７個の直撃

大規模経営ほどリスク拡大

被害地域：群馬県藤岡市・埼玉県児玉郡市、深谷市
雹の大きさ：親指大、ピンポン玉からテニスボール

小麦畑 青ネギ畑青ネギ畑



株式会社関東地区昔がえりの会
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Ⅵ. なぜ地域変革が必要なのか

スマートフードコールドチェーン大系推進

有効活用が可能となる地域インフラに近接

関越自動車道上里スマートIC、国道17号線・254号線、
上越新幹線本庄早稲田駅、ＪＲ高崎線神保原駅等など

外部資本の呼込み

自ら需要創出に向けた対策に取組まないと地域も含め存立危機

核人材の活用 地域資源のフル活用

経営を取巻く状況 ⇒ 価格㎏2桁の野菜生産が主力、生産者の高齢化、就業者の減少

価格安や人件費・生産・配送コスト上昇 ⇒ 生産性の向上と最寄需要の確保

首都圏に近い地域環境
を活かしきれていない

危機感の要因：コロナや国際緊張下、自ら変革に取組まないと野菜や食品需要も国際的な競争に負ける

首都圏3,675万人、都心80kで接続

食関連企業立地による野菜需要の創出

地域社会全体の取り組みに発展させる

雇用創出 産出額増、税
収拡大など

変革の推進役を担う
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㈱関東地区昔がえりの会

東京電機大学、日本能率協会
埼玉県農林部生産振興課など

含む15者

1．スマート農業推進に係る野菜の最寄需要の創出

BIPROGY㈱

新規立地食品製造メー
カーなど

営農支援システム開発及び
実証連携先

食品商社等

食品製造メーカー等 流通機能等

生産及び調達機能

システムエンジニア（顧問）

農研機構、クボタ㈱

埼玉県北部地域農家

関係行政

埼玉加工・業務用野菜
スマート農業実証コンソーシアム

連携連携

連携

連携

連携

スマートフードコールドチェーンの構築

コロナ禍や国際緊張の緊迫化を契機とする需要環境の変化に対応

既存取引先

㈱Agriee

野菜の販路開拓への取組

地域農協や仲卸等

最寄需要の創出
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衛星画像を使用した農作物の生育評価システム

「GrowthWatcher」について
Growth Watcherをご活用頂くことで
「低コストで定期的に圃場をモニタリングする」
ことが可能

自治体やJAの皆さんと、リアルタイムに情報共有することも可能

Growth
Watche

r

Growth
Watcher

Growth
Watcher

Growth
Watcher

Growth
Watcher

Growth
Watcher

Growth
Watcher

最適なタイミングでの技術指導等
により、産地の活性化を実現

「GrowthWatcher for farmers（生産者向け）」 22. 9月リリース
「GrowthWatcher for masters（自治体・JA向け）」 23.1月リリース予定

Ⅶ．今後に向けての取組み事例 1

1.野菜の生育診断について

グロウス ウォッチャー
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ご清聴ありがとうございました。

ハイクリブームに
よる防除作業
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