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企業訪問
こうばいゆめ

株式会社 紅梅夢ファーム
〜７つの集落営農組織が出資し設立
被災地小高の農業復興に取り組む企業〜
企業概要

代表者：代表取締役

佐藤

良一（さとう りょういち）

所在地：南相馬市小高区蛯沢字藤沼160
設

立：2017年１月

資本金：2,280万円

T E L：0244－44－6200
F A X：0244－44－6211

従業員：18名
事業概要：農業生産法人（水稲、大豆など）
代表取締役

佐藤 良一

福島県内の農業は、東日本大震災と原発事故に

梅夢ファームは南相馬市小高区の７つの集落営農

より大きな被害を受け、避難指示区域では避難し

組織が出資して設立され、被災地からの復興を目

ている間、営農することができませんでした。避

指す同区で大規模・集約化された農業に取り組ん

難指示が順次解除され、避難住民が戻りはじめ営

でいる企業です。

農を再開しているところもありますが、震災前の

今回は南相馬市小高区の本社を訪ね、佐藤良一

状態にはまだまだ遠いのが現状です。株式会社紅

社長に会社設立からの沿革、小高の農業の現状と
将来などについてお聞きしました。

○社長の経歴について教えてください
～200年以上続く農家の９代目～
私は小高で200年以上続く専業農家の９代目に
なります。私が高校を卒業するころに減反政策が
始まり、これからは農業だけでは食べていくこと
ができないだろうと思って、神奈川県で会社勤め
をしていました。ところが24歳の時、父が病気で
入院、それを契機に帰郷して就農しました。
1995年に農地を整理して大区画にしようという
町の計画が持ちあがり、８集落で230ヘクタール
ほじょう

の圃場整備事業が始まりました。一方、区画整理
生産した米は最終的にパックご飯となる
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され１ヘクタール以上の大きな圃場となったこ

企業訪問
城の別名を「紅梅山浮舟城」と言い、また、旧小
高町の町の花が紅梅であったことにちなんでいま
す。
当初は３階部分の役割だけ担当する予定でした
が、営農組織の活動再開が思うように進まなかっ
たことから、２階部分の生産活動も自ら行ってい
ます。現在は50ヘクタールを作付けしています。

○農場ではどのような品目を生産しているの
一面きれいに咲いた当社の菜の花畑

とで、「自分の農機具では農地が大きすぎる」と、

ですか
～米、大豆、菜種、玉葱、花きを生産～
米（天のつぶ）、大豆、菜種、玉葱、花き（ト

他の農家から耕作の委託を受けるようになりまし

ルコギキョウ）です。米については、仙台市にあ

た。そうするうちに「これからは集落ぐるみで営

る農業生産法人の舞台ファーム社と業務提携して

農していこう」という話になり、地権者全員が参

います。同社とアイリスオーヤマ社の共同出資会

加して「上蛯沢営農改善組合」を立ち上げました。

社である舞台アグリイノベーション社が運営する

かみえびさわ

国内最大規模の精米工場に出荷して、最終的には

○どのようにして会社設立に至ったのですか
～３ 階建ての営農モデルを構想し、７つの
営農組織の出資で設立～

アイリスグループが販売するパックご飯として全
国で販売されています。舞台ファーム社から南相
馬市に復興のお役に立ちたいという申し出があり、

2006年、当時小高にあった15の集落営農組織が

当社にその話が回ってきて今に至っています。他

連携し、共同購入・出荷・販売を行うことを目

にも、生協の地域復興応援ブランドにパックご飯

的に集落営農組織連絡協議会が結成されました。

が採用されています。

2011年を目途に法人化しようとしていたところに

菜種は二本松市の農産物加工会社に委託し、菜

震災が発生、その後、放射線量が徐々に低下し、

の花オイル「浦里の雫」として商品化しています。

2016年７月に小高の避難指示は解除されましたが、

本品は南相馬市のふるさと納税返礼品に採用され

集落によっては誰も戻ってこない状況でした。震

ているほか、当社を応援いただいている京都の

災前15あった集落営農組織のうち活動できるのは
３つに過ぎず、小高全体の農業をカバーしていく
のは無理な話でした。
そこで、集落の枠を超えて「３階建て」の営農
モデルを構想しました。すなわち、１階部分が地
権者、２階部分が生産の担い手、３階部分が人材
や機械のやりくりの調整など各地区の集落営農組
織を統括する法人を設立することとしました。こ
の３階部分が株式会社紅梅夢ファームであり、生
産活動は行わずに農地を提供する４つの組織も含
めて計７つの集落営農組織が出資し、2017年１月
に設立しました。「紅梅」と名付けたのは、小高

菜の花オイル「浦里の雫」は
ふるさと納税返礼品にも使用される
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NPO 法人を通じて関西でも販売しています。玉

○風評被害についてお聞かせください

葱は福島市の業務用カット野菜の加工会社に納め

～風評払拭には、国が責任をもって

ています。これからの農業は自分たちで価格交渉
をして、販売先を自ら見つけていかなければ生き
残れないと思っています。

取り組む必要がある～
私は農林水産省の会議に出席する機会があり、
消費者の意見を聞いて、その声を反映させるべく
同省に様々な意見を述べています。学校給食に南

○社是などについてお聞かせください

相馬産米の使用が再開されましたが、保護者の中

～社是は「明るく ! 楽しく ! 真剣に !!」～

には「放射線量がゼロでなければ絶対ダメ」と言

当社は「明るく ! 楽しく ! 真剣に !!」をモッ

われる方がいます。自然界において完全なゼロと

トーに事業展開しています。何でもフリートーキ

いうことはあり得ないのですが、正しい情報を発

ングできる和気あいあいとした職場を目指してい

信していかないと、そのような考え方にもなって

ます。もちろん、仕事ではさまざまな機械を使用

しまいます。

しますので、気を抜いて事故を起こさないよう厳
しく注意しています。
農業というと、収入が低いイメージがあるかも
しれませんが、当社は他の産業と変わらない給与
水準としています。農業は魅力があってやりがい

風評払拭のために、生産者自らが努力すること
はもちろんですが、原発事故の後処理は、原発を
つくった国が責任をもってやらなければならない
ことだと思います。
そのため、私は「放射能に関する知識のレク

がある仕事だということを世の中に情報発信して、

チャーは国が責任をもってやるべき」と農水省に

新たな担い手の確保と育成を図っていきたいと考

提言しています。そうしないと、いつまで経って

えております。

も、風評被害はなくならないと思います。生産者
側も、「全量検査をして、安全・安心なものだけ

○避難中、農地はどうされていたのですか
～特別許可で立ち入り、立ち入り禁止解除

が流通している」という事実を全国の消費者に向
けて自ら発信していくことが重要です。

後は草刈りなどの事業を開始～
原発事故直後、小高には避難指示が出され、１

○社員採用状況について教えてください

年間立ち入ることが禁止されました。私が飼って

～今春２名の新規高卒新人を採用～

いた牛も処分するかという話になったのですが、

当社は私と専務、２名の新入社員が常勤で、ほ

さすがに忍びなかったので、牛の世話をするため

かに臨時雇用者が時期に応じて在籍し、常時いる

に避難指示区域に立ち入る特別許可を県から受け
て、週に２～３回、避難先の二本松市から通いま
した。また、小高にはため池が多いのですが、誰
も手入れをする人がいないと２次災害が発生する
危険性があったので、これもパトロールするため
の許可を得て出入りしていました。
2012年４月に立ち入り禁止が解除された後は、
市と協議して「ふるさと小高区地域農業振興組
合」を立ち上ました。そして、区内の草刈り、用
排水路の土砂上げ、瓦礫撤去の事業を始め、今に
至っています。
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メーカー担当者とともに新型田植機での田植え

企業訪問
のは平均すると10名ほどになります。震災後に一

います。現在は稲刈り関係が終わり、玉葱の定植

時避難していた人たちが避難解除後に小高に戻り、

などを学ばせています。

臨時雇用者として働いてもらっています。

農業の仕事はトラクターなどの機械操作だけで

今年の春に地元の農業高校を卒業した男女２名

はなく、手で草刈りをしたり、水路の土砂を上げ

を採用しました。新卒者を採用する予定はなかっ

たりなど、地道な作業を雨の日でも猛暑でもやら

たのですが、進路担当の先生から「どうしても貴

なければなりませんが、２人は少々のことでは音

社に入りたいと言っている卒業予定者がいる。何

を上げずに頑張っております。学んだことを少し

とかならないか」といわれ、彼らと話をしてみる

でも南相馬の農業振興に役立ててくれれば良いと

と、強いやる気が伝わってきたので採用すること

思っています。今では地元の方に声をかけてもら

にしました。若い力で毎日元気よく頑張っていま

える人気者です。

す。

○現在の小高の農業動向はどうなっていますか
○農業経験のない新人教育は大変なのでは

～他にも農業生産法人設立の動きがあり、

ないですか
～２年間の研修プログラムで農業に関する
技術等を教え込む～

将来は連携していく意向～
現在、２つの組織が農業生産法人設立に向けて
動き出しており、いずれエリアを分担してやって

２人とも実家は農家だったのですが、津波被災

いこうという話になると思います。しかし、当社

などから高校入学時には既に廃業していました。

を含めても小高全域の2,800ヘクタールすべてを

でも、家業であった農業を学びたいと農業高校に

営農することは無理な話です。

入学し、卒業後も自分の家が先祖代々営んできた

小高には非耕作農地が多く、今のところ国の復

農業に関わる仕事がしたいという熱い志をもって

興事業から事業費用助成を受けて、草刈りや田起

入社しました。

こしなどの保全管理を行っています。その事業が

全国農業会議所が行っている農業支援事業の中

終了した後に、広大な未利用農地を誰がどうやっ

に、新規就農者が農業に必要な技術や経営ノウハ

て管理していくか、関係各所と協議を重ねていま

ウを学ぶ「農の雇用事業」という教育プログラム

す。

があります。それに基づき２年間の研修計画を立
て、私が講師となって毎月の研修項目を指導して

○貴社ではスマート農業にも取り組まれて
いるそうですね
～ロボトラクターを導入し、作業効率化～
浜通り地方の産業復興のため、国は「福島イノ
ベーションコースト構想」によって、新たな産業
基盤の構築を目指しています。その中に、先端技
術の導入による新しい農業の推進が盛り込まれて
います。人口減少に対応し、これからは ICT な
どを活用した「スマート農業」を進めていかなけ
ればなりません。東北農政局など行政機関からス
マート農業への参加を誘われたこともあり、当社

農業に対する熱い心をもって今年入社した
蒔田詩織さん（左）と飯部尚哉さん

は２年間の実証実験に参加しています。
具体的にはロボットトラクターを導入していま
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す。GPS と各種センサーが組み込まれ、事前に
田んぼの形状をトラクターに認識させることに
よって、自動運転による耕耘や代掻きなどの作業
ができます。今後は自動運転できる範囲を拡げる
ため、GPS アンテナ整備事業を進めたいと考え
ております。

○今後の展望についてお聞かせください
～生産者や関係団体一緒になって、
小高の農業復興を進めていきたい～
現在、小高では８カ所の圃場整備事業が動き出

小高の農業の将来を熱く語る佐藤社長

しており、当社はそうした生産組織の立ち上げに
協力していきたいと考えています。新たに農業再

にもならないことも多く、他の生産者や関係団体

開する人たちと手を組みながら、小高全体の農業

と一緒に力を合わせて、風評払拭とともに農業政

復興を進めていきたいと考えており、当社の営農

策への要望と対応にも取り組んでいきたいと思い

面積を10年計画で500ヘクタールに増やすことを

ます。農業を通じた南相馬市の復興に今後も取り

目指しています。

組んでまいりますので、よろしくお願いいたしま

また、消費者との連携、例えば、都会の人たち

す。

に収穫作業を体験してもらうなど、農業の現場を
実際に見てもらうことが大切です。安全・安心な

【インタビューを終えて】

農産物であることはもちろんのこと、「農業には
こういった苦労もあるよ」ということを分かって
もらったうえで、消費していただくことを働き掛
けていく必要があります。そのため、将来的には
観光農園や農家民宿の運営を構想しています。
米の作付面積が自分たちの判断に任せられるな
ど、国の農業政策は変わってきていています。そ
の環境変化に対して、個人や一企業だけではどう

佐藤社長は集落営農組織連絡協議会の会長や
市農業委員というお立場にあることや、旧小高
町議会議員を４期16年務めたご経験から、高い
志をもって農業など南相馬の震災復興に取り組
んでおられます。
農業というと高齢化や耕作放棄などの話題も
ありますが、佐藤社長や当社の皆さんのように、
農業に対する熱い心を持った人たちが、今後の
農業を盛り上げていくのではないかと思いまし
た。また、フレッシュでやる気に満ちた新入社
員にお会いし、福島県農業の将来が明るくなる
ことを期待しました。
風評払拭など、被災地の農業を取り巻く環境
にはまだ難題も多いですが、当社をはじめとし
た農家の皆さんが、その困難を克服してくれる
のではないかと思いました。


一番奥がスマート農業を担うロボットトラクター
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（担当：高橋宏幸）

