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 生産（露地） 

◆株式会社吉野家ファーム
福島の概要 

牛丼チェーン「吉野家」、「はなま

るうどん」等の外食店を傘下に持つ

（株）吉野家ホールディングス（以

下、「吉野家 HD」という。）は、平

成 25 年 10 月に農地所有適格法人

（株）吉野家ファーム福島（以下、

「吉野家ファーム福島」という。）

を設立。農地中間管理機構等を通し

た農地集積により経営規模を拡大

し、令和３年度は水田 3７ha で水

稲を、畑 11ha でキャベツ、はくさ

い、長ねぎ、青ねぎ、たまねぎを栽

培。 

GAP のほか、スマート農業の実

証などによる軽作業化・省力化にも

取り組んでいる。 

◆業務用野菜の生産・販売 

＜取組経緯＞ 

吉野家 HD は、グループ企業内で

調達していた農産物の一部を自ら生

産するため、農業への参入を決定。

平成 21 年の「（株）吉野家ファー

ム神奈川」（横浜市）設立に続き、

白河市内の農家である滝田国男氏

（現専務取締役・農場長）との共同

出資により、平成 25 年 10 月に吉

野家ファーム福島を設立。 

平成 25 年～26 年に国の耕作放

棄地再生利用緊急対策交付金を活用

して、農地 4.3ha を再生。平成 26 

年から水稲、キャベツ、はくさい、

青ねぎ、たまねぎの栽培を、平成

27 年から長ねぎの栽培を開始。 

地域の担い手として、水田は農地

中間管理機構を、畑地は白河市農業 
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○従業員数 通年雇用 17人、パート雇用 4 人 

○作付面積 水稲 36.7ha、野菜 15.3ha（キャベツ 

5、はくさい 5 、長ねぎ 2、青ねぎ 2 、

たまねぎ 1） 

〇野菜専用の施設・機械 （台数・棟数） 

播種機（1）、定植機（3）、ハイクリア

ランスブームスプレーヤ（1）、管理機

（4）、キャベツ収穫機（1）、ねぎ調製

機（2）、ドローン（1）、育苗ハウス

（11棟）、予冷庫（1）、加工・調製施

設（1） 
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5 倍になり、業務用の米と野菜の大

規模生産により、安定的な収益を確

保している。 

 

作付面積の推移     

 品 目 
平成 26 年 

① (ha) 
令和 3 年 
② (ha) 

  ①/② 

 （倍） 

水  稲 4.2 36.7 8.7 

野菜(畑)  6.1 15.3  2.5 

計 10.3 52.0 5.0 

 

＜環境保全型農業の取組＞ 

品質の良い農産物生産のためには、

土づくりが必要不可欠であるとの考

えから、隣町の養鶏会社と連携し、発

酵鶏ふん（粒状）を定期的に水稲、野

菜ほ場へ散布。また、定期的な土壌診

断に基づく施肥設計や硫黄コーティ

ングの緩効性肥料（ロングタイプ）、

生分解性マルチフィルムの使用（春

植キャベツ、はくさい）などにより、

環境保全型農業にも取り組んでいる。 

     長ねぎ栽培ほ場 

 

＜業務用野菜の安定供給＞ 

業務用野菜を安定供給するため、

長期間収穫出来る作型を採用。キャ

ベツ、はくさいは、夏採りと秋冬採り

により 6 か月～７か月間、青ねぎは

年３作（１作当たり２回収穫）により

６か月間収穫。出荷規格は、出荷先で

の洗浄作業やカット作業の効率性を

確保するため大きなサイズが求めら

れており、キャベツ 2kg 以上、はく

さい 3kg 以上、たまねぎ 2L サイズ

以上の規格のものを出荷している。 

規格に満たないものについては、

直営の無人直売所での販売や市内ラ

ーメン店等飲食店への販売などによ

り、廃棄量の削減と収入増に努めて

いる。 

    キャベツ栽培ほ場 

 

収穫された野菜は、根切り、皮剥き

などの調製作業の後、埼玉県内にあ

る吉野家 HD 野菜加工センタ－に販

売され、必要なサイズにカットされ

てから、東北・関東の各店舗へ配送さ

れる。牛丼チェーン「吉野家」への供

給割合（出荷月ベース）は、吉野家で

使用する野菜４品目全体の２～３割

を占めており、秋季はくさいについ

ては 5 割を占める状況となっている。 

＜地域農家との連携＞ 

平成２６年からは市内及び近隣市

町村の農家からキャベツ、はくさ

い、たまねぎを買い入れ、自社農場

分と合わせて吉野家グループへ出

荷。令和 2 年度の農家買入れ分の出

荷量は 111t と全体出荷量(354t)
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の 31%を占め、野菜販売額は自社

農場分と農家買入れ分を合わせて約

4 千万円に達している。 

令和 3 年に契約している買入れ農

家戸数は、キャベツ１戸、はくさい１

戸、たまねぎ約 30 戸。農家にとって

は、規格数が少ないため選別作業が

省力化され、通いコンテナで出荷経

費が抑制されること、さらに買入れ

価格は年間契約であるため収入が安

定するなどのメリットがある。 

 

野菜収穫期、令和 2 年出荷実績 
 
品 目 

 
収 穫 期 

 

令和 2 年出荷量(t) 
自社
農場 

農家買

入れ 

  
計 

キャベツ 6 月上旬～12 月上旬 40  25 65 

はくさい 6 月上旬～1 月上旬 106  55 161 

長ねぎ 10 月上旬～1 月上旬 31  0 31 

青ねぎ 6 月上旬～12 月上旬 41   0 41 

たまねぎ 6 月中旬～7 月上旬 25 31 56 

     計 243 111 354 

  

令和 2 年野菜販売額（単位：万円） 

  区 分 販 売 額 

自社農場分 2,970 

農家買入れ分 985 

   計 3, 955 

  

＜GAP の取組＞ 

法人の生産管理、作業効率向上を

目的に、水稲、野菜（キャベツ、は

くさい、ねぎ、たまねぎ）を対象

に、平成 30 年に JGAP の認証

を、令和２年にはふくしま県 GA 

P（FGAP）の認証を取得。滝田専

務取締役・農場長が JGAP 指導員

資格を取得し、GAP の取組を推

進。   

作業手順の共有や整理・整頓の徹

底等による作業効率の向上、肥料・

農薬等の在庫管理による資材コスト

の低減、農作業時のヒヤリハット事

例の共有による事故防止等を実践し

ている。 

＜スマート農業の取組＞ 

令和２年度には、農水省のスマー

ト農業実証プロジェクト「労働力不

足の解消に向けたスマート農業実

証」において、福島県農業短期大学

校、修明高等学校とともにキャベツ

の大規模栽培を実証。直進オートト

ラクタ、全自動播種機、リモコン式

草刈機、ドローン、ICT 付きキャベ

ツ収穫機等の実証導入により、キャ

ベツ作期全体の労働時間の約 30%

削減を実現した。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
キャベツ専用収穫機による収穫 

  写真提供：いずれも吉野家ファーム福島 

 

＜農作業体験の受入れ＞ 

 吉野家ファーム福島は、一般の人

に広く農業への理解を深めてもらう

ため、首都圏からのグリーンツーリ

ズムツアーや市内・近隣市町村から

の児童・生徒の農作業体験を積極的
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に受け入れている（新型コロナウイ

ルス感染症拡大前の平成 30 年には

年間約 150 人を受入れ）。このほ

か、吉野家グループ社員の食材理解

の研修の場としても、栽培ほ場を提

供している。 

◆課題と今後の取組  

＜作業効率の向上＞ 

栽培品種は、より大玉化、大型化と

なる品種を選定しつつ、地域に適し

た新たな品種の導入を検討していく。  

作業面では、たまねぎの皮剥き作

業やねぎの調製作業では多くの作業

人員が必要であるが、調製機械の増

台などにより効率化を図る。 

＜SDGｓへの対応＞ 

これまでの養鶏会社との連携によ

る発酵鶏ふんの利用に加え、地域の

肥育牛農家との連携による牛ふん堆

肥の利用も計画しており、一層の土

作りに励む。また、硫黄コーティン

グ肥料の使用拡大、規格外品の無人

直売や市内飲食店への販売拡大な

ど、農場全体として常にＳDＧｓを

意識した経営に取り組む。 

＜スマー農業導入効果による人材確保＞ 

スマート農業の実証試験を踏まえ、

各種先端機械の本格的な導入により、

軽作業化と省力化を図り、一層の労

働環境の改善を目指す。特にドロー

ンは、水稲・野菜の複数品目において、

施肥や防除等の幅広い作業で活用で

きるため、経営全体の労働時間を大

幅に削減できる可能性がある。また、

スマート農業を導入することで、農

業のイメージアップや若い人材の確

保・育成につながると考えている。 

 現在、従業員は 20 代～60 代と幅

広い年代で構成されている。新卒者

採用は令和 3 年度 2 名に続き、令和

4 年度も 2 名を予定しており、将来

にわたって一定の労働力を維持する

ために若い従業員を計画的に確保し

ていく。 

＜連携農業者を拡大し地域農業活性化へ＞ 

 野菜の生産出荷計画は、今後も吉

野家グループへの供給計画に基づい

て作成する。キャベツ、はくさい及び

長ねぎの作付面積は、当面、現状規模

を維持するが、青ねぎ及びたまねぎ

はそれぞれ現状の 1ha から 2ha へ

拡大する計画。 
 地域農業者からの買入れについて

は、今は県南地域が中心となってい

るが、今後は県内各地に対象エリア

を拡大する方針。滝田専務取締役・農

場長は、「吉野家ファーム福島を拠点

に、県内各地の農業者と連携し、地域

農業の活性化にも貢献したい。」と抱

負を語る。 

 

       （令和３年 11 月） 


