
福島の進路　2017.2

　震災から間もなく６年を迎えようとしています。
福島県の農業は、被災により営農出来なくなった
地域があることや、風評被害の影響などがあり、
生産額が大きく落ち込みました。しかし、時間の
経過とともに営農が再開し、風評被害に負けない
農業関係者たちの努力によって、復興への道を
着々と歩んでいます。
　南相馬市は、震災前の人口約７万１千人に対し、
平成28年12月１日現在の居住者が約５万６千人と
大きく減少したままとなっています。１日も早く
避難者がふるさとに戻り、震災前の地域の賑わい

が訪れることが待たれます。
　南相馬復興アグリ株式会社は、津波や原発事故
などによる震災被害の大きかった南相馬市で、地
域農業再生を目指し、南相馬トマト菜園というト
マトの大規模な植物工場を運営している企業です。
　今回は南相馬市の本社・菜園を訪れ、半谷栄寿
社長に会社設立の経緯、復興にかける思いなどに
ついてお聞きしました。

○会社設立に至った経緯について教えて
　ください
　～地元の復興に役立ちたいという思い～
　私は平成22年６月まで東京電力の新規事業担当
の執行役員に就いておりました。震災時は既に退
任していたとはいえ、元役員として私にも原子力
発電所事故について責任があります。今でもご自
宅に戻れない方がたくさんいらっしゃることに対
し、本当に申し訳なく思っております。今日まで
この思いは１日たりとも忘れたことはなく、私が
一生背負っていかなければならない責任です。こ
の場をお借りしまして、皆様にお詫び申し上げま
す。

企業訪問

シリーズ

南相馬復興アグリ株式会社
～トマト栽培を通じた農業経営人材の
　育成による農業復興に取り組む企業～

半谷　栄寿 社長

企業概要

代表者：代表取締役　半谷　栄寿（はんがい　えいじゅ）
所在地：南相馬市原町区下太田字川内 310－６
設　立：平成25年１月 T E L：0244－26－6747
資本金：5,150万円 F A X：0244－26－6748
従業員：55名（正社員５名、パートスタッフ50名）
事業概要：生鮮トマトの生産・販売

菜園の栽培風景
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　一方で、私は南相馬市小高区の出身なので、ど
うしても地元の復興の役に立ちたいという思いが
あり、復興のための事業を起こしてきました。そ
の事業の１つが「南相馬トマト菜園」を通じて、
南相馬と福島県の農業を担う、農業経営人材を育
成することです。
　平成25年１月に会社を立ち上げ、約３年かかっ
て平成28年３月にトマトを初出荷できるようにな
りました。たくさんの方々のおかげで、トマト菜
園の出荷初年度を乗り切ろうとしているところで
す。

○創業の精神について教えてください
　～農業経営人材の育成が事業の目的～
　菜園を建設した目的は利益を出すことではなく、
農業経営人材を育成することにあります。この菜
園で育った人材が南相馬の農業を発展させていく
ことができるような、人材育成の拠点となってい
くことが目標です。そのためには事業基盤を確立
することが重要であり、まずはチームワーク良く
美味しいトマトを作ることに注力しています。
　また、職場は家族や友人との時間と同じく、一
緒になって自分の人生の大切な時間を過ごす場で
すから、自分にとってやりがいのある時間と思え
る職場づくりを心掛けています。お客様から「美
味しいトマトだね」とのお褒めの言葉をいただき
ます。時には大変なこともあるけれど、そういっ
た喜びを共有できるような会社にしたいと思って
います。

○農業を選んだ理由を教えてください
　～農業経営人材を１人でも多く育てることで、
　　農業は成長分野となる～
　日本の農業は、長い間、産業として厳しい状況
にありました。しかしながら、成長するポテン
シャルがあり、農業は必ず成長産業になる分野だ
と思います。
　ただし、条件があります。人材の問題です。農
業経営人材を１人でも多く育てることができれば、

農業は産業として成長していくとの考えから、農
業に取り組むこととしました。全国的に農業の高
齢化問題が進み、後継者不足とあわせて、就農者
は減少してきました。その一方で、全国で新たに
年間４千人近くの新規参入者が生まれています。
いわば、農業分野が見直されている証であるとも
いえます。

○農業経営の人材像はどのようにお考えですか
　～経営リテラシーを身に着ければ
　　立派な農業経営者になれる～
　農業経営の人材像には、①農業に対する愛情　 
②愛情に基づく技術　③経営リテラシーという
３つの要素があります。③の経営リテラシーは、
経営に関する分野の基本的知識や能力を意味し、
マーケティングやブランディング※、プレゼン
テーション、そして財務諸表を自分で把握する力
などです。
　日本の農業経営者は①と②について素晴らしい
ものを既に持ち合わせています。そこに③の経営
リテラシーを加味することができれば、規模の大
小を問わず立派な農業経営者が生まれると思って
います。そうやって誕生した人材が南相馬や福島
県の農業を変えていきます。私たちはそれを南相
馬で挑戦し、実証したいと思っています。ローカ
ルで実績をつくれば、情報化の時代ですから、た
くさんの方々が関心を持つことによって、人々の
交流が生まれ、また、自分たちの位置づけが明確
になることで自信が出てきます。
※ ブランディング…自社や商品・サービスを顧客にとっ

て価値のあるブランドとして構築するための活動。

○トマトを選んだ理由を教えてください
　～当初予定の多品種植物工場を断念し、
　　将来有望なトマトを選択～
　当初は、多品種の野菜を作り、それを６次化
してサラダを出荷する「植物工場＋サラダ工場」
の組み合わせによるビジネスモデルを考えまし
た。しかし、そのビジネスモデルを設計してみる

企業訪問
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と、販売店サイドの仕入コストと我々生産サイド
の出荷プライスがかみ合わないことがわかりまし
た。10～20％程度の乖離であれば努力次第で何と
かなりますが、２～３倍もの乖離があるので断念
しました。
　植物工場を建設するということが目的であれば
農業から撤退していましたが、農業経営者育成が
私の目的ですから、農業を始めることを諦めませ
んでした。そのような中、「トマトが有望だ」と
いう情報をきっかけとして検討した結果、トマト
栽培に行きつきました。「目的は不変だが、手段
は可変だ」という私の信念のもとに、農業経営者
育成という目的は変えず、手段をサラダ生産から
トマト栽培に変えました。

○トマト栽培をどうやって学んだのですか
　～カゴメさんとヨークベニマルさんのおかげで
　　ビジネスモデルが確立～
　これまでもご指導をいただいてきたヨークベニ
マルの大髙社長（当時）に「トマト栽培を始めた
い」とご相談したところ、トマトのトップメー
カーであるカゴメさんをご紹介頂きました。
　トマトは、国内で最も食べられている野菜の一
つであるにもかかわらず、日本人の生鮮トマトの
年間消費量は８㎏と世界的に見ても少なく、世界
の平均は年間20㎏にものぼります。これらの情報
は断片的なものでしたが、私はカゴメさんとの縁
づくりに大きな可能性を直感しました。そこで、

カゴメさんに対して、新たに計画するトマト菜園
で生産されるトマトの全量出荷と技術支援を心か
らお願いしたのです。ありがたいことに、カゴメ
さんも、さらなる生産拡大を検討しているタイミ
ングでした。こうしてカゴメさんから技術支援を
いただき、栽培し収穫したトマトはカゴメさんに
全量出荷しています。
　また、カゴメさんを通じてヨークベニマルさん
への出荷も行っており、お近くのヨークベニマル
さんの店舗ではヨークベニマルさんのブランドと
して「あすびとトマト」をご購入いただけます。
「あすびとトマト」は「明日の福島の農業を担う
人々がつくりました」という想いを込めたトマト
です。
　カゴメさんとヨークベニマルさんには当菜園に
対して大きなご支援をいただいております。私ど
ものビジネスモデルが軌道に乗ったのも、カゴメ
さんとヨークベニマルさんのおかげです。両社と
の信頼関係は、「福島の復興」という志

こころざし

と「トマ
トの成長戦略」というビジネスの両輪に支えられ
ており、今後も持続し発展する強い基盤に立って
います。

○菜園設備について教えてください
　～年間約650トンのトマトを栽培・出荷～
　南相馬トマト菜園は、総面積が2.4haあり、そ
のうち大型温室による栽培面積は奥行100ｍ×横
幅150ｍで1.5haあります。この菜園で年間約650

企業訪問

収穫したトマトの選別作業

菜園の収穫風景
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トンのトマトを栽培・出荷しています。トマトを
中玉で１個平均80ｇとすると、年間800万個以上
を栽培・出荷していることになります。
　温度、湿度、二酸化炭素濃度、養液、給水など、
施設の環境はコンピューターによって制御してい
ます。環境をコンピューターにより管理してはい
ますが、トマトの樹の手入れや収穫、袋詰めとい
う実際やっている仕事は、労働集約型の農業その
ものです。

○社員教育についてお聞かせください
　～社員にはキャッシュフローやバランスシート
　　を理解してもらう～
　従業員55名の内訳は、正社員が５名、パートス
タッフが50名です。正社員のうち地元採用が３名、
Ｉターンが２名です。農業経営人材の育成という
観点から、社員にはキャッシュフローやバランス
シート（貸借対照表）について理解してもらうよ
う取り組んでいます。経営情報を社員にも開示す
ることで、自分たちの仕事がどのように会社の経
営面に反映されるか考える機会にしています。
　私たちの菜園のトマトは、12月で栽培と出荷を
終え、１～２月は新しい苗に植え替えるために売
上がありません。売上が無い時にどうやって資金
繰りを行うのか、座学で学ぶよりも自分の事とし
て資金繰りを覚えるのです。
　生産性は、初出荷で慣れていなかった平成28年
４～６月に収穫・出荷のピークを経験したことに
よって、かえって早く向上したと思います。
　55人いる職場を社長や農場長だけでまとめるこ
とはできません。栽培責任者やそれぞれの部署の
マネージャーが中心となって、技術と生産性を向
上させて、美味しいトマトを作っていくという姿
勢を徹底しています。そのため、社員だけではな
く、パートスタッフの能力も向上しています。

○採用した方の仕事ぶりはどうですか
　～農業は自分のやりたいことにマッチした職種～
　浜通り地方の有効求人倍率は非常に高く、パー

トスタッフが集まるかどうか不安でした。しかし、
従来の求人内容は期間が限定される仕事や自分の
ライフスタイルに合わない仕事と感じている人が
多いのではないでしょうか。その点、農業は誰し
もメンタリティ（心のあり方）として近しいもの
があります。農業経験者も中にはいますが、これ
を機会にトマト菜園で働きたいという人たちがほ
とんどです。自分がやりたい仕事ですから、ス
タッフの習熟は速かったのです。
　自分のやりたいことにマッチした職種を地域に
提供したと結果的にいえると思います。また、自
分が食べ物を作っているのだというやりがいも生
まれています。

○トマト市場は今後どうなるとお考えですか
　～トマトを煮たり焼いたりする美味しさに
　　気づけば消費量が増える～
　私はトマト市場が確実に成長するという見方を
しています。先ほども申しましたが、市場での野
菜取扱高の１、２番はトマトで、トマトは日本人
に最も愛されている野菜の１つです。一方で、日
本人の年間トマト消費量が１人あたり８㎏である
のに対して世界平均は20㎏で、最も食べている国
は150㎏もあります。主にトマトを生で食べる日
本と、トマトを煮たり焼いたりもする国との食文
化の違いが表われているものと思われます。日本
でも煮たり焼いたりしたトマトの美味しさにもっ
と気づけば、もっと消費量が増えていくと期待さ

企業訪問

縦横に広大な菜園
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れます。
　私は、「日本人のトマト消費量はまだまだ少な
い⇒もっとトマトを食べるポテンシャルがある」
という事業仮説をたてました。また、トマトの原
産地はアンデスの高地です。トマトは品種改良が
されてもDNAはアンデスのようなカラッとした
気候が好きなはずです。亜熱帯原産のコメが亜寒
帯の北海道でも美味しいものを作れるようになっ
ています。温暖化の影響もあり、東北や北海道は
これからのトマト産地として発展するのではない
かと想定しています。

○貴社の将来像について教えてください
　～出荷２年目である平成29年度に何としても
　　黒字化させる～
　短期的な目標としては、農業経営者の育成に向
かってビジネスの基盤を確立することです。
　出荷初年度の平成28年度は赤字スタートですが、
出荷２年目となる平成29年度は何としても黒字化
を目指します。１年目に病気の早期発見や対策を
経験することもできましたし、スタッフの生産性
も上がっていますので、全員で実現します。
　一方、菜園ではどんなに頑張っても規格外のト
マトが出てきます。たとえば、地元の高校生が当
社にインターン研修に来ますので、若い人たちと
一緒になって規格外トマトを活用したジャムなど
の６次化産品の商品開発に取り組みたいと考えて
います。

　中長期的な展望としては、第２工場を南相馬市
内に建設したいと思っています。多くの人に仲間
として働いてもらい、トマトの成長戦略と一緒に
なって、南相馬と福島県の復興と創生に貢献した
い思いが強くあります。第２工場ができるという
ことは、新たな経営者が必要になるということで
あり、社員の中から第２工場を任せられる人材を
輩出することも目標です。単なる会社規模の拡大
ではなく、人材が活躍できる新たな場を創ってい
く。そのくらいトマト市場は成長すると見込んで
います。
　これからもトマト栽培を通した農業経営人材の
育成により、南相馬や福島県の農業復興に貢献し
ていきたいと思いますので、皆様、よろしくお願
い申し上げます。

【インタビューを終えて】

　菜園を訪ねた時、はじめに「社長さん」と呼
びかけたところ「社長じゃなくて半谷さん！」
と言われました。初対面ながら気さくに話をし
て下さいました。菜園見学の際にも社員・ス
タッフの方々から元気な挨拶があり、社長のお
考えが社内全体に行きわたっていることが感じ
られました。
　社長は「南相馬ソーラー・アグリパーク」と
いう再生可能エネルギーをテーマとした人材育
成事業にも携わっています。同事業については、
「このコーナーでは収まり切れないほど語りた
いことがあります」というお申し出でしたので、
今後機会があれば誌上で取り上げたいと思いま
す。
　社長や社員の皆さんのような、「美味しいト
マトを作ろう」という強く逞しい志と、経営感
覚を身に着けた人たちの存在によって、南相馬
の復興が加速されていくと確信に至る取材とな
りました。
　ところで、半谷社長はインタビュー前日に散
髪に行かれ、45年ぶりの丸刈りにされたそうで
す。ご本人は気になされているようでしたが、
さっぱりしたお姿がとてもお似合いでした。

（担当：高橋宏幸）

企業訪問

菜園とトマトの将来性を語る半谷社長


