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生産（露地・施設）/加工 

◆有限会社氏家農場の概要 
涌谷町新後藤江地区の生産組織で

農家 7 戸で構成していた「アスファ

生産組合」は、１戸１法人を目指し

て、平成 18 年 1 月に「有限会社 

氏家農場」として法人化。その後

は、ねぎ生産を大幅に拡大し、令和

３年は経営面積 20ha で水稲、露地

ねぎ、施設ねぎ等を栽培。水稲とね

ぎの大規模な複合経営を実践してい

る。 

土作りを基本とした環境保全型農

業の実践、JGAP や ASIAGAP の

認証を取得するなど、その栽培技術

や経営が高く評価され、第 49 回

（令和元年度）日本農業賞「個別経

営の部」において特別賞を受賞。 

 

◆加工・業務用ねぎの生
産・販売 
＜取組経緯＞ 

涌谷町内では、かつてほうれんそ

うの栽培が盛んであったが、連作障

害により生産量が減少したため、昭

和 62 年頃から新たな作物として小

ねぎ栽培が注目され始めた。先代の

氏家治氏（現会長）は、平成 11 年

から小ねぎ（施設）の栽培に取り組

んでいたが、法人化後の平成 19 年

に氏家靖裕氏が就農し、更なる農業

収入の増大を図るため平成 22 年か

ら青ねぎ（露地）の栽培を、さらに

平成 30 年から白ねぎ（露地）の栽

培を開始した。                 

平成 23 年から加工・業務用ねぎ 

の販売を始めたが、市場向けより規 

を整備し、令和３年からカットねぎ 
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周年安定供給を目指した加
工・業務用ねぎの栽培 
～（有）氏家農場（宮城県涌谷町）～ 

組織の概要（令和 3 年度） 
○組織名  農業生産法人 有限会社氏家農場 

○代表者  代表取締役 氏家
うじいえ

 靖
やす

裕
ひろ

 

○役員数  ３名 

○従業員数 通年雇用 9名、パート雇用 18 名 
○作付面積 水稲 4.7ha（うち飼料用米 1ha）、露地

ねぎ 4.5ha（青ねぎ 2、白ねぎ 2、小ね

ぎ 0.5）、施設ねぎ 3ha（小ねぎ 2.6、

青ねぎ 0.4）、施設みず菜 1.5ha（R3

年 8 月で栽培終了し、小ねぎに転換）

その他 1.4ha 

○水田基盤整備 3ha 

〇ねぎ専用の機械・施設（台数・棟数） 

は種機(2)、定植機(2)、ハイクリアラ

ンスブームスプレーヤ(1) 、セット動

噴（2）、調製機[根切り、皮剥き]

（7）、トラクター（4）、ビニールハ

ウス（163） 
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格数が少なく、選別作業が大幅に省

力となることから、令和 2 年に生

産・出荷の全量を加工・業務用ねぎ 

に切り替えた。さらに同年、農産物

処理加工施設（ねぎカット工場） 

を整備し、令和３年からカットねぎ

の出荷を開始。 

＜出荷量・出荷先、収穫期＞ 

令和３年のねぎ原体（注）とカットね

ぎを合わせた出荷量は 290t が見込

まれており、平成 25 年当時の 3.3

倍に増加。出荷先は、宮城県内が 8

割を占めるが、残り 2 割は東北各

県、北海道、関東と広範囲に販売し

ている。 

（注）ねぎ原体：収穫・調製後にカットしていない

ねぎ。 

ねぎ出荷量推移     （単位：t） 

    
区 分 

平成

25 年 

令和   

2 年 

令和 
3 年 

(見込み) 

ねぎ

原体 

露地※ 27 150 104 

施設※※ 61 130 130 

  小 計 ８８ 280 234 

 カットねぎ  - ｰ 56 

  合 計 ８８ 280 290 

 露地：青ねぎ、白ねぎ、小ねぎ 

 施設：青ねぎ、小ねぎ 

ねぎ収穫期 
区 分 収 穫 期 

 
 
露地 

青ねぎ 7 月上～12 月下 
4 月上～6 月下 

白ねぎ 6 月下～翌 5 月上 

小ねぎ 10 月下～12 月中 

 
施設 

青ねぎ 1 月上～6 月中 

小ねぎ 6 月中～翌 3 月上 
3 月上～6 月下 

 

露地栽培と施設栽培を組み合わ

せ、年間を通じてねぎを収穫する。      

特に小ねぎの収穫は、根元から上

を収穫する「刈り取り方式」を採用

することにより、年 3 回の連続収穫

が可能となり収益性が向上。 

＜GAP の取組＞ 

平成 22 年に自ら販売先を確保す

ることに変更したことを契機に、生

産・出荷の安全・安心を発信するた

め、ねぎ、みず菜を対象に、平成

23 年に JGAP の認証を、平成 29

年には ASIAGAP の認証を取得。  

ASIAGAP の申請に当たっては、

氏家事務管理部長が「ASIAGAP 指

導員」の資格を取得して認証審査に

備えていたことから、スムーズな認

証取得に繋がった。その後、氏家代

表取締役と従業員 3 名も ASIAGAP

指導員の資格を取得し、環境安全、

食品安全、労働安全等の視点で、農

場内での生産管理の向上、効率性の

向上に努めている。 

小ねぎ（施設）の収穫 

写真提供：宮城県美里農業改良普及センター 

以下、掲載写真同じ 

 

＜環境保全型農業の取組＞ 

氏家代表取締役は、「健全な野菜

は健全な土作りから」がモットー。 

調製作業で大量に出るねぎの残

さ、町内のカントリーエレベーター

のもみ殻、近隣の養鶏農家の鶏糞、

きのこ栽培農家の廃菌床などを原料
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に、自ら良質な完熟堆肥を生産。土

壌診断による施肥設計、ハウス内で

の太陽熱消毒による防除等により環

境保全型農業を実践している。 

＜省エネルギー対策＞ 

平成 24 年から小ねぎハウスにウ

ォーターカーテンを導入（現在 27

棟）。水温が一定（15 度前後）な地

下水を利用して、ハウス内の内幕に

散水して保温することで、冬期間の

暖房がほとんど不要となり、燃料費

（重油）の大幅な削減とともに、

CO 2 排出削減にも寄与している。

また、ウォーターカーテン導入前は

収穫まで５か月を要したが、導入後

は４か月となり、栽培期間を１か月

短縮することが可能となった。 

＜6 次産業化の取組＞ 

平成 18 年以降、涌谷町、宮城

県、農水省の各種補助事業を活用し

て、ねぎ栽培用ハウスや農業機械を

整備。平成 25 年に六次産業化・地

産地消法に基づく事業計画が認定さ

れ、翌 26 年に「小ねぎドレッシン

グ」、「小ねぎみそ」等を商品化し

た。さらに令和 2 年度に強い農業・

担い手づくり総合支援交付金を活用

して、HACCP 対応の農産物処理加

工施設（ねぎカット工場）を整備。   

 

 

 

 

 

 

 

 

青ねぎほ場 

一次加工することで、原体出荷に 

比べて販売単価を 1.5 倍～4 倍まで

高く設定することができ、売上額の

大幅増に繋げている。また、カット

ねぎ製造ラインでは、カット、カッ

プ容器充填、計量、包装といった一

連の作業工程が自動化されており、

生産効率の向上が図られている。 

カットねぎ商品 

（左：青ねぎ 右：小ねぎ） 

 

カットねぎ商品は、県内外のスー

パー、飲食店等へ幅広く販売してい

るが、取引先からは、「他社と比べ

て新鮮で、日持ち日数が長い。」

と、品質面で高い評価を得ている。

また、消費者にとってカップ容器は

手軽で便利なことから、スーパーを

中心に販売が拡大している。 

       

 
◆課題と今後の取組  

＜新たな農場管理システムの導入＞ 

 春採り・初夏採りの白ねぎでは、春

先に低温に遭遇すると抽苔（花芽形

成）してしまい、品質・収量に悪影響

が出る。また、施設栽培では、ハウス

内での各作業（除草、防除、収穫等）

のほとんどが手作業であり、多大な

労力が必要となっている。 

 令和３年には、露地ねぎ 4.5ha、
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施設ねぎ 3ha（ハウス 163 棟）にま

で拡大したが、ほ場毎の生育状況や

ハウス内の管理状況を的確に把握す

ることが難しくなりつつある。今後

は、作型や作付・出荷計画をほ場毎に

把握できる新たな農場管理システム

の導入が必要と考えている。 

＜加工・業務用の供給量の拡大＞ 

国産の加工・業務用ねぎの需要は

多く、特にカットねぎは今後も拡大

していくと予想している。露地栽培

は天候に左右されやすいため、施設

栽培面積を拡大し、冬期の出荷量を

確保して周年で実需者への安定供給

を目指す。 

３年後の令和６年のねぎの目標作

付面積は、現在の 7.5ha から 10ha

（露地 5.5ha、施設 4.5ha）へ拡大

し、施設生産の割合を高める計画。令

和３年８月にみず菜（施設）栽培を終

了させ、野菜品目を加工・業務用ねぎ

に集約しており、これまでのみず菜

栽培ハウスを活用して、順次、施設ね

ぎを拡大する。 

 

 目標作付面積（令和 6 年） （単位：ha） 

区分 青ねぎ 白ねぎ 小ねぎ 計 

露地   2 3.5    - 5.5 

施設   1   - 3.5 4.5 

 計  3 3.5 3.5 10 

 

  目標出荷量（令和 6 年）(単位：t) 

区 分 出 荷 量 

ねぎ

原体 

露地※ 160 

施設※※ 100 

  小 計 260 

 カットねぎ 180 

  合 計 440 

※露地：青ねぎ、白ねぎ 

※※施設：青ねぎ、小ねぎ 

令和 6 年の目標出荷量は、原体出

荷とカットねぎを合わせて 440t、

売上額は３億５千万円（原体出荷

5,000 万円、カットねぎ 3 億円）

を見込む。全体売上額の９割近くを

カットねぎとする計画で、売上額を

大幅に増加させ、安定した経営基盤

を確立する方針。 

＜夢の持てる農業を目指して＞ 

涌谷町内では、加工・業務用ねぎ

の取組は、まだ少ない。今後は、地

域の農業者や JA とも連携し、加

工・業務用ねぎの生産・出荷体制を

構築していく。氏家代表取締役は、

「加工・業務用ねぎで、高い農業所

得を実現し、地域の若い農業者が夢

を持てる農業経営を実践していきた

い。」と展望を話す。 

       

 （令和３年 11 月）  

 

 

 

 

 


