
業務用野菜の大規模経営おける 
　　　人財育成、地域貢献につ
いて	

2018年11月26日	

～新しい農を担う人たちを共につくりだす～	

レーザーレベラによる	
圃場大区画化作業	

㈱関東地区昔がえりの会	



Ⅰ.会社概要	
設立等	 １９９９年(平成11年)７月　　　　　　農地所有適格法人、認定農業者、エコファーマー	

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　h<p://mukashigaeri.jp/profile.htm	

資本金	 7,000万円（株主45名/農業者の他、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 　監査役：金井康弘　※全員が農業者	

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埼玉支店、武蔵野銀行本庄支店、
農林中央金庫関東支店	

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、レタス、青ネギ、玉ねぎ、ブロッコリー、小松菜、ほうれん草、長ネギ、キュウリ等	

構成員等	 認定農業者を中心に会員農家26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75ha(ハウス施設面積は5.4ha)	
直近一年では、会社・役員での借入農地が5ha増加	

従業員数	 31人（社員17人　パート社員8人、インドネシア技能実習生6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、株式会社モスフードサービス、株式会社 クレディセゾン、　東
京青果株式会社、東仁学生会館　等	

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(埼玉県熊谷
市)	

2018年10月1日現在	



1.関東地区昔がえりの会の営農環境	

弊社所在地	

地域概況等	
・上里町/人口31,256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)	 事業敷地等面積2.6ha	



2.主な生産品目　	

キャベツ、白菜、レタス、青ねぎ、玉ねぎ、ブロッコリー、カリフラ
ワー、ほうれん草、小松菜、水菜、長ネギ、枝豆、トマト、胡瓜、
茄子、水稲、梨、イチゴなど	

年間を通じてさまざまな種類の野菜を生産　	



3.　20年間事業継続する中での転換点	

第1段階　法人の設立及び運営　　1999年～	

　　　　　　　※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～2011年	

　　　　　　　※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～	

　　　　　　　※既存施設からの移転及び6次産業化への取組	
	

第4段階　加工施設貸出に伴う加工業務用野菜の契約栽培　　2010年～	

　　　　　　　※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　　2011年～	

　　　　　　　※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(関係会社の設立)　　2018年～	

　　　　　　　※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や野菜加工施設誘致)	

ハウス果菜類と	
多様な露地野菜	

露地大型重量野菜	

営農環境の変化に合わせた対応策の実施	

６次産業化	

農商工連携	



Ⅱ.農外人財の受入の歩み	

1.農産加工部の設立及び農畜産物加工施設の建設に伴う招聘(2005年4月～2009年8月)	
　　大手商社の農産加工事業部の元係長、中堅菓子製造販売業者元常務(当時62歳)	
	

2.農畜産物加工施設の工場長招聘(2009年10月～2011年3月)	
　　中堅ハム製造事業者元工場長・元常務(当時64歳)	
	
	
	
	
	
	
	

3.若手社員の人財育成に伴う招聘(2013年4月～2014年3月)	
　　外資系大手食品事業者元社員、中堅野菜仲卸売加工事業者元常務(当時67歳)	
	

4.経営企画本部長での招聘(2014年4月～)	
　　中堅食品製造及び食品輸入事業者の元子会社社長(当時53歳)	
	

5.総務部スキルアップ担当課長での招聘(2017年4月～)	
　　元プロスポーツ選手、元外食店舗コンサル(31歳)	

専門分野の人財の直接雇用	

農産加工部を廃止し、加工施設はカット野菜工場に転換し賃貸借へ移行	

自社の経営能力アップ	

強みの発揮できる契約野菜生産に特化	

6次産業化から農商工連携へシフト	



Ⅲ.基本的な認識	

•  では、新しい農とは	

•  農家　⇒　農業	

•  家　⇒　会社であり	

•  提供する製品の価格維
持能力、すなわちマーケ
ティング力が必須	

新しい農を担う人たちを共につくりだす	

	

•  基幹的農業従事者	

　　174万人(平均66.5歳)	

•  65歳以上	

　　106.7万人	

•  50歳未満	

　　17.8万人(10.2%)	

•  10年後には急減	

農業の担い手の現状	 私たちの基本認識	

チャンスに溢れる	
時代を向えている	

2013年度調べ	

発想の転換を計れば	

放置すれば、地域農業や農産物
供給力は危機的状況に直面	



Ⅳ	.新方針　⇒　加工業務用野菜の契約栽
培	

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	

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	

規格の幅が広いため新規就農者向き	

2010年秋から契約栽培開始	



1.加工業務用野菜栽培への取組指針	

播種前契約による
出荷を目指す　	

・お客様の仕様に対応した栽培によるミスマッチの防止	
・生産者モラルの向上(売り場が見える)	
・無駄な作業の防止によるコスト削減(満載流通等)	
・中間流通経費の削減	

・安定出荷への過去情報の蓄積分析	
・適切な人員配置	
・損益計画を掌握した上での栽培	
・農家経営の安定及び再投資	
・雇用型経営の定着	

実需者との取引口
座の開設による直
取引を目指す	

商談・提案の機会創出	

出荷計画に基づいた栽培	



10	

圃場	

集出荷・調整場	

外食企業	
ｶｯﾄ野菜工場	

野菜・植物系残渣
バイオマス発電施
設の整備検討中	
(農業の６次産業化)	

規格化野菜	
外食企業様原料仕様	

くず野菜	
栽培マニュアル	
有機リサイクル	

隣接	
半径	

２００ｍ	

近隣	
半径	
5ｋｍ	

効率性	
１．地域完結モデル	
２．ミニマムフードマイル	
３．リサイクル	

顧客志向	
１．実需者規格品の生産	
２．原料仕様化	
３．品質管理（ＧＭＰ）	

継続性	
１．栽培マニュアル	
２．人材育成	
３．基準化・指標化	
４．会員への指導支援	

革新性	
１．顧客志向	
２．環境対応	
３．経営の見える化	
４．経営ノウハウの普遍化	

会員農家及び地域や昔がえ
りの会の野菜調整残渣等	

2.業務概要図	

外食企業等の
野菜加工場	

肥料	

玉ねぎの集出荷・乾
燥・選果・冷蔵保管
施設の整備推進中	



Ⅴ.永続的な農業への取組み	

1.農家以外の出身者を受入　⇒　当社周辺での独立や適性に応じた対応	
2.仕組みとしての担い手づくり　⇒　マニュアル及びカリュキラムの確立(栽培、経営、　　	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マネジメント等)による体制づくり	
3.ハード面の支援体制整備　⇒　農地の斡旋、農機具、作業等の共同利用の仕組み	
4.独立後の経営面での支援　⇒　販売先の確保及び選択肢の提供	

経営課題：農業後継者及び従事者の発展的な育成	

農業後継者及び従事者の減少による地域農業の衰退	

農業に夢を託す青年の積極的な受入	

適性や能力に応じた弾
力的な選択により独立
就農の成功率を高める	

対応策	

生産担当社員：14名在籍(内女性は、1名)　13
名が埼玉県農業大学校新卒	
品目：加工業務用野菜を主体(キャベツ、レタ
ス、白菜、青ネギ等)	

2018年1名独立、2019年2名独立予定	



1.雇用環境の整備と担い手育成の大系	

◆社会保障制度の整備　⇒　中小企業並みを目指す	
　福利厚生環境の整備(健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険、中退共)	

　労務環境の整備(民間共済保険、36協定、障害者雇用優良事業所認定等)	

　※就業規則の整備	

(1)公平な評価及び適正配置	
　人事評価の年2回運用(自己評価、上司評価、会社評価、個別面接)	

　 評価を昇給や賞与及び作物担当、研修派遣に反映	
	

(2)生産担当職員等のスキルアップへの取組み	
　「品目等の担当制」による責任の明確化と専門知識の早期取得及び高度化	
　研修旅行、視察、勉強会、講習会、展示会、地域活動への参加	
	

(3)生産担当社員の働き方	
	
	

	

社員のモチベーション維持及び向上への取組み	

　研修等の諸経費は、会社負担　 ⇔　農の雇用事業の助成金を有効活用	



	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	

　	

土壌勉強会(鈴木教室)	
農薬講習会	

前原教室　　10年後の自分を発表	



2.高品質、低コスト営農システムの構築へ	

(1)経営の見える化への取組み	
	

(2)ＰＤＣＡサイクルの確立	

　・目標確認　⇒　計画・戦略　⇒　実行　⇒　分析　⇒　対策	

　・勝てる価格・コストづくり	
	

(3)農業経営支援システム(ＩＣＴ/情報通信技術)の構
築	
　・NECへのノウハウ提供によるクラウドシステム開発及び運用(2017年3月まで)	

農業後継者への栽培、経営ノウハウの円滑継承	

連携	

・トラクター等の農機具へのクボタKSAS等の導入を開始/2016年秋	
	

・日本農業法人協会で設立の気象農業ICT研究会への参加	



【製品規格・品質目標】⇒大手外食企業様にとってベストな製品づくり	

育苗	
圃場	
準備	

移殖	 中耕	 除草	 防除	 灌水	 収穫	 調整(皮むき作
業)	

出荷
納品	

栽培工程	 前処理工程	

規格基準	 出荷基準	

【品質管理基準（ＧＭＰ）】⇒信頼される安心安全体制の確立	

防除	除草	ＣＣＰ（危害管理）⇒使用基準・管理基準	

【栽培マニュアル】　⇒人材育成・技術開発	

　　　　　　　　　　　　　【工程別ＰＬ】⇒コストの見える化・採算性強化	

圃場・栽培単位別ＰＬ⇒圃場別ＰＬ⇒会員農家別ＰＬ	

関東地区昔がえりの会ＰＬ	

栽培技術の標準化・次世代営農家の育成	 生産性向上	

製
品
力	

品
質	

	

技
術	

(1)経営の見える化への取組み	

工程の見える化(青ネギ事例)	



(3)営農管理に農業ICTを導入	

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

h<ps://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	

農機のIT化を推進(3台導入し	
　　　　　　　6台へ増加を計画)	

スマート農業の早期実現目指す	
・栽培から出荷に至る機械化一貫体系確立	
・データ管理による作業意志決定支援	
・経営管理支援	

・社員のスキルアップや営農技術の標準化及
びマニュアル化、技術継承	

・投下資源の効率化支援など	

現在、玉ねぎ圃場の気象等	
栽培環境のデータを収集中	



(4)マップでの圃場管理	

300ヵ所に分散した圃場の管理	



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月から利用開始	

ロータリー耕運	
パワーハロー	

全面マルチ成形機	

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	

乗用２条移植機	

野菜全自動播種機	

2018年度産地パ
ワーアップ事業を
導入予定/14種類
25台	

更に増強を目指す	
49台	

組織的取組み開始当初の活用状況	
12種類、２４台共有化	

Ⅵ.農業機械の共同利用でのコスト低減化対
策	

75台体制へ	 4年間で1億5千万円投資	



1.玉ねぎ機械化一貫体系構築に向けて	

オニオンハーベスタ	
実演会の開催/2016年6月	

1時間で10a収穫	



Ⅶ.今後の経営目標	

外食企業や実需者など	

地域への産業立地推進を主導や支援	
	

関越自動車上里スマートＩＣの供用開始	
(2015年12月20日)	

	

野菜加工施設の誘致や野菜残渣バイオマス	
発電事業や営農支援施設など計画	

野菜の契約栽培拡大	
	

企業の農業参入連携	

実需者との結びつき強化を目指す施策展開

1.営農を継続できる地域環境の整備	



【メタンバイオマス発電施設】

1.国産玉ねぎ６次産業化プロジェクト企画案	

【玉葱等の加工場整備】

加工・衛生管理技術

余熱利用

野菜残渣
国産玉葱

業務用野菜

外食企業等の
農業参入連携

実験栽培
土壌研究

業務用
野菜

生産連携：農業生産法人（関東地区昔がえりの会等）
              埼玉県内生産者及びＪＡなど

外食事業者
及び実需者

事業会社

野菜加工事業者

野菜加工機械など

ハウス栽培 露地栽培

＜国土強靭化・地域循環型スキーム＞

埼玉県	

フィット許可、接続
申請	

発電量/2㎿	

野菜加工工場	

青ネギ、長ネギ、大根	
等のカット野菜製造	

埼玉県児玉郡上里町勅使河原

青ネギの調整作業	

業務 （アスパレーションシステムの導入）	
　○　未乾燥玉ねぎを荷受けして乾燥・貯蔵	
　○　乾燥玉ねぎを荷受けして貯蔵	
　○　サイズや用途ごとに選別し、実需者へ供給	

玉ねぎ生産供給センター整備	

乾燥・１次処理した玉ねぎの安定供給	

野菜集出荷施設	

肥料

関東近県	

国産
玉葱

（国産玉葱の需要促進/助成）

野菜残渣

電力

2019年3月竣工予定	
総額9億円の投資	



ご清聴ありがとうございました。

㈱関東地区昔がえりの会	

ショートディスクハローに
よる耕運・緑肥播種作業	

皆さまのご指導ご鞭撻をお願い申し上げます	


