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解 題

山 浦 陽 一

平成29年度第３回の講演会は、「中山間地域における農業後継者による六次

産業化」と題して、大分県宇佐市の株式会社ドリームファーマーズ（以下DF）

の代表取締役、宮田宗武氏を招いて行われた。

今回の講演会は、これまでと異なる特徴が２つある。ひとつは、当研究所の

発行する『農業研究』とのリンクである。解題者は５年前から、大分県内の特

徴的な事例を『農業研究』において紹介しているが、今回初めての試みとして、

その『農業研究』で取り上げた方を講師として招聘し、当事者の目線で経営に

ついて語っていただくこととした。

２つ目は、現在進行形、発展途上の取り組みを取り上げる点である。これま

で現場の生産者を講師に迎える場合、大きな成果を上げ、各種の受賞暦がある、

評価の定まった方を招くことが多かった。今回のDFは、まだ設立から６年で、

既存事業の規模拡大、新規事業の開始、スタッフの入れ替わりなど、刻々と変

化している状況を紹介していただいた。

改めてDFの概要について確認すると、大分県宇佐市のぶどう農家の後継者３

人で立ち上げた会社で、常勤スタッフは４人、事業は主に３つである。事業の

第１は干しブドウを中心としたドライフーズ事業である。市場に出荷しても規

格外となるぶどうを加工し新しい商品を開発する、という６次産業化の王道を

行く事業コンセプトである。販路は地元直売所や空港のお土産用だけでなく、

都会の雑貨屋や、自然食品店、バー、さらにはニューヨークと、若者、都市、

世界を直接ターゲットとしている点が特徴となっている。

２つ目の事業はCAFE＆BARだが、コンテナを使ったオシャレな雰囲気の内外

装で、干しブドウを活用したスイーツや飲み物、地元の食材を使ったピザ等を

出す。2016年度の売上は100万円程度と、まだ事業としては採算に乗っていな

い。

３つ目はぶどう栽培で、耕作放棄地1.3haをDFとして買い取り、はじめたも

ので、基本的には生食用に栽培し、規格外をドライフーズにまわす予定である。

本格的な出荷は2018年度からで、こちらも事業としてはまだこれからである。
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DFは、ぶどう栽培や加工など、一見家族経営でも行える活動を、わざわざ別

会社を作って行っているようにも見える。メンバーにとってのDFの意味は、農

業青年活動の延長線上の活動であると同時に、産地の底上げやカフェの経営、

放棄地の解消、各種イベントの開催といった、実家の経営では出来ない事業、

活動に挑戦する手段としての意味を持っている。

DFの特徴は、宮田氏を含めブドウ農家の後継者３人がグループで起業した点

である。DF設立時には３人とも就農後10年程度が経ち、技術面、経営面での一

定の経験を積んでいた。また就農直後から農業青年活動に熱心に取り組んでき

たが、それも年齢が上がり一段落しつつあった。さらに、それぞれ結婚する一

方、まだ親世代が現役であり、家族労働力が豊富で、一定の融通が利く点も共

通していた。経営の経験や農業青年活動の区切り、家族労働力の豊富さが揃っ

た絶妙なタイミングだったといえる。

冒頭にも述べたように、DFはまだ若い会社であり、今後の展開には様々な可

能性がある。その中でも特に３つの点が注目される。まずは離農や放棄地が増

え地域のDFへの期待は高まっている。他方で労働力の確保が難しく、今後会社

の規模や事業ごとのバランスをどう取るのかが焦点である。２つ目は、親世代

のリタイアを迎えた際のDFと自家経営のバランスの取り方である。家族経営へ

の時間配分を増やすのか、雇用等で対応するのかが注目される。三点目は、３

人の関係、立場についてである。現在代表取締役の宮田氏は３人が横並びで発

言権を持ち、役割をローテーションしていくイメージを持っているが、「仲

間」のままで経営していくのか、上下関係を固定させるのかが焦点である。

このようなDFの実態や展望以外にも、地域農業の現状や農協の評価など、現

場の状況についても、歯に衣着せぬ示唆に富むお話をされており、是非ご一読

いただきたい。
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司会（田家） 日本農業研究所の平成29年度第３回講演会を開催させていた

だきます。

これまで、特に生産者の方については、天皇賞の受賞者など評価が比較的備

わった方をお招きしていましたが、これからは、日本全国の各地の課題の解決

に向けてチャレンジされている若い方のお話も取り上げて行きたいと考えてい

ます。その第１回の試みとして、大分県宇佐市の宮田さんに報告していただき

ます。

宮田さんにお話をいただくに当たりましては、ここにおられる私どもの客員

研究員でございます、大分大学経済学部の准教授の山浦先生の手を大変煩わせ

ました。先生には、地域にあって、研究者の目から、日本の農業・農村の動き

につきまして、定点的にウオッチしていただくということで研究員になってい

ただいております。

今日の講演の持ち方でございますが、これまでと違い、山浦先生がミニ進行

役となって、宮田さんにお話ししていただくという形で進めさせていただきた

いと思います。１時間程度話していただき、その後、質疑に入りたいと思いま

す。今回、山浦先生に解題者をお願いいたしておりますので、恒例によりまし

て、質疑の皮切りは山浦先生にお願いしていることを御承知おき願いたいと思

います。

では、山浦先生にバトンタッチしますので、よろしくお願いします。

Ⅰ 講 演

山浦 皆さん、こんにちは。日本農業研究所の客員研究員の山浦と申します。

よろしくお願いいたします。

先ほど理事長からもありましたが、今日はこれまでとは形式を変えて講演会

を進めさせていただきます。もちろん、講師の宮田さんがメーンでお話をされ

るのですが、途中、僕が合いの手といいますか、多少コメントを挟みながら進

めていきたいと思います。

資料の確認を先にさせていただきます。スライドを印刷したもの（別添資料

Ⅰ）をつけております。
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では、早速、講演に移りたいと思うのですが、先に講師の紹介をさせていた

だければと思います。詳しくはまた後ほどお話しいただきますが、大分県宇佐

市安心院町にドリームファーマーズという会社がありまして、そこの代表取締

役社長をされております宮田宗武さんです。よろしくお願いいたします。

宮田 よろしくお願いします。

山浦 では、講演に移っていきたいと思います。

今日のタイトルは、「中山間地域における農業後継者による六次産業化」と書

いてありますが、キーワードは「中山間」、「農業後継者」「六次産業」といろい

ろ入っております。かなり盛りだくさんになるかと思います。

最初に、この写真（資料Ⅰ、１頁）のお三方の説明をしていただいてから内

容に入りたいと思います。宮田さんが真ん中にいらっしゃいますけれども、両

脇のお２人を含めて御紹介いただければと思います。

宮田 それでは、改めまして、コンニチワイン（笑声）。この挨拶を普段観光

農園などでもして、バスのお客さんなど、どんな雰囲気かなと探るのですが、

農業経済のすごい先生方がいらっしゃる中で、ちゃんと笑ってもらえたのがち

ょっとうれしかったです。そんな感じで若干暴走しがちなので、手綱を引いて

いただくという形で山浦先生がいらっしゃると思っていただければ聞きやすい

かもしれません。

今日は、普段こういうスタイルで農業をやっているもので、着帽したままさ

せていただきます。失礼だと思いますが、御了承ください。

改めまして、ドリームファーマーズ代表取締役の宮田と申します。

写真の左側にいるのが園田という工房長です。右側にいるのが安部です。３

人で比べるのもどうかなと思うのですが、この中で安部が一番イケメンで、本

来は彼が渉外で、講演なども彼が大体行くような形を取っています。

山浦 ということで、この３名を中心にやってらっしゃるのがドリームファ

ーマーズということで、その社長をされています宮田さんに代表して来ていた

だいております。

１．本日お話する内容

講演を１時間ほどしていただくということなのですが、こんな流れでお話し
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していただこうかなと思っております（資料Ⅰ、２頁）。

ＤＦはドリームファーマーズの略ですが、最初は「ＤＦを取り巻く環境」

です。ぶどうや干しぶとうといった分野の話なのですが、余り身近でない方も

いらっしゃるかもしれないので、それらがどういうものかについて、最初に説

明していただくというのが１点目です。

２つ目は「経営概況」ということで、ドリームファーマーズがどんな会社か

ということです。

３つ目は「経営内容」ということなのですが、お金の部分を中心に、さらに

踏み込んで御説明いただきます。

４つ目は「メンバー紹介」ということで、今日は宮田さんがいらっしゃって

いますが、ほかのメンバーの方、従業員の方はどんな方かお話いただきます。

５つ目は「これまでの経緯」です。今、会社ができて５年目ということで、

まだまだお若い会社ですが、この５年間、また、会社ができるまでの経緯も含

めて御紹介いただこうと思っております。

最後は「経営の課題と展望」ということで、先ほど理事長もお話しされてい

ましたが、まだフレッシュな会社で、今後どのようになっていくのかというと

ころが注目だと思うのですが、その部分に触れていただいて終われればと思っ

ております。

２．ＤＦを取り巻く環境

では、早速、内容にいきたいのですが、最初は「ＤＦを取り巻く環境」とい

うことでお話しいただきたいと思います（資料Ⅰ、３頁）。

まず、地域ですが、ドリームファーマーズが活動されている地域の御紹介か

らお願いいたします。

宮田 大分県に行ったことがあるという方いらっしゃいますか。

（参加者のほとんどが挙手）

その中で、宇佐に行ったことがあるという方いらっしゃいますか。

（参加者の半分程度が挙手）

安心院にも行ったことがあるという方いらっしゃいますか。

（数名が挙手）
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ありがとうございます。安心院町というところは、グリーンツーリズムが盛

んな地域です。私の父が会長で、ＮＰＯ法人をやっていまして、頑張っている。

地域おこしはやっている地域かなと思います。

黒田官兵衛の大河ドラマがあった中津市が西にあります。国東半島から宇佐

地域にかけては、世界農業遺産に2013年に認定された地域でもあります。また

三角形で言うと、宇佐を頭に、左側下に由布院、別府という形で、勝手に「新

観光トライアングル」と言っているのですが、大分県の中でも結構恵まれた地

域で農業をやっております。

山浦 安心院がここで、別府がここです。由布岳の裏側の由布院がこの辺な

ので、三角形ということで。

宮田 国営パイロット事業が昭和40年ごろあって、駅館川という一級河川が

あるのですが、その川周辺でぶどうの団地をつくりました。それは400haぐらい

の規模なのですが、今は、農業センサスだと80とか90ha、農協が調べると150ha、

その辺の数字の誤差はよくわからないのですが、そういう状況です。

ぶどうの産地で、何となく農協に集めそうなところなのですが、集めずに個

人で売る人も多く、農協に上がっている数字以上に個人売りのほうが多い。農

協に出荷している人の中でも、ファーマーズマーケットというか、農協直営の

ふれあい市場で売る人も多いです。最初、10億円ぐらいあったのが、今、農協

の売り上げで出ているのが２億円ぐらい、農協のふれあい市場で7,200万円ぐら

いですね。ふれあい市場と別に里の駅というのがあって、その里の駅で大体3,0

00万円。今のは全部ぶどうだけです。そして個人売りが２億円ちょっとあると

いう形の産地の規模かなと思います。

山浦 ここに「家族経営」と書いてありますけれども、安心院の平均的なぶ

どう農家はどんな感じかというのも紹介していただいていいですか。

宮田 平均的農家というのはどういうことですかね。

山浦 宮田さんは大規模にやってらっしゃると思うのですが、多くの方は大

体家族でやってらっしゃって、面積は１haぐらいで、というのがあると思うの

ですが。

宮田 まず、デラウェアという品種を導入してやっていたのですね。今、島

根のほうが有名なのですが、当時は安心院が西日本で有数の産地だったのです。
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キャンベル・アーリー、ベリーＡという品種もあります。「いいちこ」の三和酒

類さんのワインの原料として、キャンベル・アーリーとベリーＡは出せるので、

そこに出すと腹を決めた農家さんはその品種を残しています。ただ産地全体で

みると、経営的には、それを全部切って、ピオーネや巨峰やシャインマスカッ

トを植えた農家が残っている印象を受ける。だから二極化している形ですね。

農協が弱い分、統制がとれていないという現状です。

山浦 ありがとうございます。ぶどう畑の風景として、関東のほうだと、山

梨のぶどうというイメージがあると思うのですが、安心院のぶどう畑の風景は、

ここに書いていますが、ハウスが中心ですか。

宮田 そうです。九州は雨が多いので、雨よけ栽培が中心ですね。

山浦 ありがとうございます。下のほうに値段も書いていますが、ぶどうの

単価はkg幾らぐらいでしょうか。

宮田 緑色の皮ごと食べられるというシャインマスカットの昨年の平均価格

は1,980円ですね。今年、農家さんが大分減ったのか、気候の影響で関東のシャ

インマスカットがなくなったのかわかりませんが、お盆前で１kg7,500円です。

9月後半の今はkg1,500円ぐらいまで下がっています。生食用でkg1,000円ぐらい

のものを農協さんに出すか、個人売りで1,500円から1,800円ぐらいつけられれ

ばいいと思います。

ちなみに、うちは「王さまのぶどう」というブランドでつくっているのです

が、kg単価に直すと、市場で1,100円から1,200円ぐらいです。個人売りだと2,4

00円ぐらいです。高い百貨店などに行くと7,000円ぐらいです。そうしないと、

裾物を出していくのはなかなか難しいという状況ですね。

山浦 ありがとうございます。一番下に「高齢化、離農から耕作放棄のプロ

セス」と書いてあります。先ほどもありましたが、当初、400haぐらいあって、

そこからかなり減ってきているようなのですが、その辺についても御紹介いた

だければと思います。

宮田 これはパイロット事業で昭和40年にぶどうを始めて、まだその１代目

が生きているところもありますが、２代目、３代目という形で経営の移譲がう

まくいっていない状況です。息子さんが帰ってくると期待して農地は持ってい

るけれども、実際には帰ってこなくて荒れているという現象ですね。だから手
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が出せない状態。売りに出ていない。経営に失敗して離農される方の農地はき

れいにあきますけれども、高齢化で徐々に縮小、放棄するところは次が入らな

いですね。

山浦 やめられる方は徐々にやめていくので、なかなか……。

宮田 そうですね。なかなか入らないし、スパッとやめて、経営移譲だから

やるという感覚がないですね。

山浦 ありがとうございます。ということで、産地としても課題は多いとい

うことですが、そういう中で、ドリームファーマーズという会社ができてきた

ということですね。

３．ＤＦの経営概況

次に会社の話にいきたいと思いますが、どんな会社なのかについて、簡単に

御紹介いただきたいと思います(資料Ⅰ、４頁)。

宮田 簡単には、干しぶどうをつくる会社です。先ほど言いましたように、

今、いろいろな問題が複合的にあるのですが、九州は、東北と比べて、一年中

農業ができるので、逆に言うと一年中、農業の課題が山積している状態なので

すね。雪で入れないとか、熊がいるような農地があるわけではなく、絶対入れ

ないというところが九州にはないので、耕作放棄地などの考え方も、例えば新

潟などと比べると全然変わってくると思います。新潟は農地の取り合いと聞い

ていますが、人間が入れない土地があるので、そういうところがあるのかなと

思います。安心院では、問題が山積しぶどう産地として縮小している中で、産

地が疲弊して干される前に、ぶどうを干しましょうということです（笑声）。

山浦 メーンの事業は干しぶどうということで、今、日本で、干しぶどうは

産業としてどれぐらいあるかということなのですが、113億円だそうです。結構

大きいなと思ったのですが、その中で、国産のパーセンテージはどれぐらいか

という……。

宮田 多分、輸入物が98％ぐらいでしょうね。99％以上だったのですが、今、

六次産業が進んで、ドライフルーツができているので、98％ぐらいではないか

なと思います。実測ではなくて、妄想ですが。ジャムの市場が70億ぐらいと言

われているので、干しぶどうは、マーケットとしては結構大きいなと思います。
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山浦 ありがとうございます。事業としては、干しぶどうといいますか、ド

ライフーズがメーンということですが、ほかの事業についても御紹介いただけ

ればと思います。

宮田 干しぶどうの会社を起こしたのは、奥さんたちの仕事をつくろうと思

ってつくった経緯があります。副業として農閑期に干せるものがないかという

ことを模索しながら、ドライフルーツをやったのです。そもそもこの事業が始

まったきっかけは、４Ｈクラブの活動の中で、全国で発表するプロジェクト発

表大会があるのですが、そこで農林水産大臣賞をいただいて、県や市から「ビ

ジネスとしてやってみませんか」ということではじめました。それが大もとの

きっかけです。

あと、「ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ」と書いているのですが、安心院は、グリーンツー

リズムで消費者との交流をすごく大事にしています。だから、ファーマーズマ

ーケットというか、直売所も元気で、そこでお客様と対話する。国産の干しぶ

どうはどうしてもかたいのですね。今日持ってきて売りたいと言ったら、だめ

と言われたので、商品がないのが残念ですが、水分をできるだけ引くので、か

たく仕上げているのです。糖蜜漬けとかオイルコーティングしたものとは違う

ので、食べにくいというところはあるのですが、そういうものをＣＡＦＥ＆Ｂ

ＡＲで出して、お客様の声を聞きながら商品開発に当たるという形ですね。

あと、耕作放棄地を1.3haぐらい購入して、大分大学などにも協力していただ

いて、草刈りをやって再生しました。今年から収穫ができて、700房、シャイン

マスカットがとれます。500房、ＰＲとして地元のサービスエリアで売るという

企画まで今できています。この３つですね。

山浦 ありがとうございます。メーンは干しぶどうですが、ＣＡＦＥ＆ＢＡ

Ｒとぶどうの栽培を今やってらっしゃるということです。

順番が逆になりましたが、上のほうの御説明も簡単にしていただけますか。

宮田 農業関係で経営についての研修を受けると、株式会社はゴールなので

すね。ツールや通過点だとは教えられません。でも、ある普及員から「ゴール

じゃないよ。会社は何個もあってもいいんだよ」と言われて、個人で会社をつ

くっていたのですね。売上が1,000万円もいかないのに、株式会社を何個も持っ

ていた時代もあります。DFは、税務関係などでいろいろな人とかかわる中で、1
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00万円でも株式会社できるのだということで、100万円を仲間５人で均等には割

らずに、僕が50％、あとの４人で50％という形で、均等ではありませんが、独

裁政権がしけないようになっています。役員は、５人の内、ぶどう農家の３人

でやっています。というのは、エリアで農繁期と農閑期がずれるので、そうい

う形でやっています。

山浦 ありがとうございます。その３人の方は、宮田さんも含めて、みんな

ぶどう農家の後継者です。最初の表紙の写真の３人ですね。干しぶどうやＣＡ

ＦＥ＆ＢＡＲなど、言葉だと伝わりにくいところもあると思うので、写真（資

料Ⅱ）をお見せしたいと思います。まずこれは商談会みたいな感じのものです

かね。

宮田 農家は商談会の仕組みを知らないのです。わかりますかね。何かつく

ったとしても、商談会があるというのを知らないのです。だからすごく困惑す

るのです。ポスターもつくらなければいけない。品を並べる台もつくらなけれ

ばいけない。パッケージもしなければいけないと教えられないのです。六次産

業のおかげで、こういうのを勉強できているという状況ですね。

この写真が最終形というか、４作目ぐらいなのですけれども、滑車がついて

いる台がありますね。「催事も大丈夫ですよ」と、こちらから提案できるように

なったのです。「こういう売り方はどうですか」というレベルまで上がってきた

ということですね。

これはＣＡＦＥ＆ＢＡＲの入り口ですが、海上コンテナを使ってやっていま

す。

ＣＡＦＥ＆ＢＡＲの中ですね。

山浦 先ほどの扉の中がこうなっている。コンテナですが、中はかなりきれ

いにされています。

宮田 次の写真は、就業規則をつくったとき、説明している風景です。就業

規則もつくらなければいけない。10人以上とか言いますが、３人ぐらいからつ

くらないとやばいです。スタッフをどんどん増やしていこうと思ったときに、

就業規則が追いつかないという状況です。経営の中で、こういうのはツールと

して大切だなというのを感じさせてもらっています。

山浦 こちらに写ってらっしゃる皆さんがスタッフの皆さんですね。
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宮田 そうですね。国産の干しぶどうをラム酒に漬けて、ラムレーズンはど

うでしょうということを提案して、調査をしているということですね。

山浦 後ほどまた出ると思いますが、イベントもいろいろやってらっしゃる

ということです。

宮田 次の写真ですが、当時、ファーマーズヒルということで、１haずつの

ぶどう園に４軒を入れる安心院町の農業プロジェクトがありました。そのうち

の１軒の方が、インターネット販売をしたいということでやったのですが、イ

ンターネット販売は、夜、返事を書いたりすると夜中になるのですね。朝寝坊

をするわけです。ハウスの中は暑いではないですか。10時ごろにハウスに入っ

たとしても、１時間も仕事ができないのです。それで破綻しました。４年間放

置されたのですが、木が生きていたのですね。それで、改植事業ということで

農水省の補助をいただけたのはすごくよかったと思います。木が死んでいたら

大変なことだったなと思います。

これは、小学生や中学生、高校生などを入れて、大学生も入って、きれいに

したあとの状態ですね。

山浦 これがさっきの写真のアフターということです。この奥のぶどう畑は

また違うのですね。

宮田 そうですね。私たちの店舗の道路を挟んで向かいに、「いいちこ」の三

和酒類さんのワイナリーのぶどう畑があります。元々は本当に荒れた土地だっ

たのですが、「３億円かけると景色を変えられるのだな、人間は」と思ってしま

うぐらい、本当に数ヵ月でぶどう園ができてしまったので感動しました。

山浦 では、写真はこれぐらいにしたいと思います。大体の雰囲気は感じて

いただけたかなと思うのですが。

宮田 あんな片田舎にＣＡＦＥ＆ＢＡＲがあっても、お客さんは来ないので

す。だから、先ほど、食育とか、いろいろなイベントをやっている写真が多か

ったと思うのですが、イベントに附帯してカフェを運転していくというのが大

切になるなと感じています。だから、いかに地域を売って、地域にお客さんを

呼ぶかというのがポイントになってくるかなと思います。

去年、地震があってから、パタッとお客さんが来なくなりました。三和酒類

のワイナリーさんも近くにあるのですが、本当にお客さんが来ない状態です。
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今年も集中豪雨が福岡と大分にあって、安心院は大きな被害はないのですが、

お客さんが全然来ないのですね。何でかわからないのですが、大分と報道に出

ると来なくなってしまったりするという形で。

４．ＤＦの経営内容

山浦 先ほど、雰囲気を感じていただけたということで、次に、経営のもう

ちょっと細かい話で、お金の話にいきたいと思いますが、可能な範囲で結構な

ので、御紹介いただければと思います（資料Ⅰ、５頁）。

宮田 2016年度、ドライフーズが1,600万円、ＣＡＦＥ＆ＢＡＲが100万円、

雑収入が540万円、そのほかが660万円ですね。雑収入は農の雇用事業やハウス

の補助金の分も入っていたりします。あとグリーンツーリズムの一環で、バー

ベキューをしてくださいというので、何十万というお金が動いたりする。イベ

ント会場として雑収入が入っているという状況ですね。Ｃ＆Ｂと書いてあるの

はＣＡＦＥ＆ＢＡＲなのですが、今そこを起点に、新しい展開が広がっている

というところもあります。

ドライフーズなのですが、私自身結構農業をやっていて、4.5haぐらい、それ

と別に会社が1.3haやっています。日農研のおかげで、今日、東京へ来れました

が、こういうときしか東京で営業ができないのですね。でも、勝手に売れてい

ると言ったら失礼なのですが、1,600万円のものがちゃんと動いているという状

況です。

営業のスタッフを雇えるような力を持ってきて、工場の稼働率と営業率が上

がっていけば、もっともっと大きくなると思いますが、いかんせん、今、工場

のスペックが限界に近いところでつくっていますので。限界に近いといっても、

ぶどうの３ヵ月とみかんの２ヵ月で、６ヵ月、７ヵ月はあいているような状況

なので、そこもちょっと考えなければいけないなと思います。

山浦 今、言っていただきましたが、ドライフーズは干しぶどうが中心です

けれども、みかんも一緒にやってらっしゃるということですね。

宮田 そうです。農閑期のドライフルーツで、ぶどうのないときにというこ

とです。私たちの町は宇佐市というところなのですが、宇佐市は、ローマ字に

直すとＵＳＡですね。だからアメリカのニューヨークなどに輸出しています。
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これもシャレっけで、輸出するたびに赤字なのですが、ほかの国に一切出さず、

アメリカだけに出し続ければ、宣伝広告費としてはいいかなというところです

ね。宣伝広告費という考え方は普通の農家さんにないのかなという感じがしま

すね。

山浦 ありがとうございます。売り上げについてお話しいただきましたが、

コストのほうも説明していただけますか。人件費が中心ということだと思うの

ですが、このくらいの額という……。

宮田 そうですね。

山浦 役員報酬もしっかりいただいて、ということですね。

宮田 そうですね。

山浦 あと、先ほど、農の雇用事業というお話もありましたが、いろいろな

補助金や助成金などもうまく使ってということですね。

宮田 そうですね。補助金をとるのが結構楽しくなってきています。

山浦 ということで、いろいろな事業も使ってらっしゃるのですが、下のほ

うに書いていますけれども、会社の資産といいますか、持ち物としては、先ほ

どの店舗と事務所が一緒になったコンテナ、工房、ぶどう畑ということになっ

ております。こういったものを整備されるのに、資金もかなり必要だというこ

とですが、その資金はどのように調達されたのでしょうか。

宮田 日本政策金融公庫と、足りなければ持ち出しですね。個人貸し付けと

いう形で、短期借り入れのほとんどは私が個人的に貸している分ですね。早く

返してくれよと。

余談ですが、何でそんなに投資するのかと質問されたことがあるのですが、

実は僕は、結婚は２回目なのです。20代で１回、30代で１回やっているのです

が、２回目の結婚で子供がいないのです。でも、農地は誰かに継承しなければ

いけないのですね。でも、第三者は、宮田ぶどう園という家族の名前が書いて

あるところは継ぎたくないでしょう。でも、ドリームファーマーズなら誰が継

いでもいい。そういう思いを込めて会社に投資している。だから、「おまえ、い

つか返してくれよ」と思いますが、お葬式を出してくれればいいかな。そんな

つもりでやっています。

山浦 ありがとうございます。下に、金融機関とのおつき合いのことも書い
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てあります。農業というと金融面では農協というイメージがあると思いますが、

その辺で何かおっしゃりたいことがあれば。

宮田 農協の悪口は余り言いたくないのですが、生まれてから死ぬところま

で全部お金を管理されて、「あなたのところはこのくらい保険をかけられるでし

ょう」といった勧誘が来るわけです。情報の漏洩などはないのですが、足元を

見られているということで、売り上げた分は全部地銀に入れています。地銀だ

と、決算書とか、成績をよくしないといけない。銀行はどんどん人間がかわる

ので、決算書をよくするということを学ばせていただいた。法人をつくったら

いいと教えてくれた普及員の方が、メーンバンクは地銀にかえなさいと言われ

たので地銀にしています。ＪＡバンクには不信感しかないです。

５．役員の性格 ①

山浦 先にいきましょう。経営の話をずっとお伺いしていたのですが、次に、

冒頭の写真にもありましたが、メンバーの皆さんのお話も伺ってみたいなと思

っております(資料Ⅰ、６頁）。

最初は宮田さんご自身ということなのですが、スライドにはいろいろ書いて

ありますが、思うままにお話いただければと思います。

宮田 父がグリーンツーリズムをやっていたので、大学生のときにドイツに

連れていってもらったり、京都や北海道などに連れていってもらって、安心院

というところで農業をする場合にも、いろいろなやり方があるのだなと思って

いました。大学はバイオテクノロジーで、カランボラというスターフルーツの

細胞融合の実験をするなどして、修士まで行かせてもらったのですけれども、

そういう農学は進んでも、現場が衰退している矛盾を何とか解決できないだろ

うかと格好よく言うようにしていますが、そんな感じで安心院に帰ったのです

ね。

「高校教師」というＴＢＳドラマを知っていますか。真田広之さんと桜井幸

子さん。知らないですよね。そういうドラマがあって、真田広之さんの設定が

東京農大出身だったのですよ。真田広之さんに憧れて、それで東京農大に行っ

たのです。親に「東京の私立か国立大学でなければだめだよ」と小学校のころ

から言われていて、うちの親もじいちゃんも東京の大学に行ったので、それで
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東京農大に行かせてもらいました。

大学院の先生が池田富喜夫という先生で、「農村の教師になれば？ 修士まで

出て農業をやる人は少ないから、勉強はそこそこでいいから、勉強の仕方とか、

ネットワークだけつくって帰ったらどうですか」ということで安心院に帰りま

した。

山浦 進学されたときは、絶対就農するという感じでもなかったけれども、

恩師からのお話もあって、帰ることになったということですね。

宮田 そうですね。大学院２年生のときの最後の４ヵ月間ぐらいですか、母

から毎日電話がかかってきて、投資した金を返せと言われたのですね。「なるほ

ど。では、どうやって返したらいいのか」ということで帰ることにしました。

父と話をして、父が57、私が31のときに経営移譲しています。「後継者を入れ

たなら、次のリーダーを育成するのがあんたの仕事でしょう。若いうちに、リ

ーダーを支える年代のときに経営を移譲しなさい。そうでないと俺はやらな

い」と言って家出をしました。捜索願が出る寸前までいって戻ってきたのです

が、そのときに、やはり息子がいないといけないと親も気づいたのですね。で

も、おやじは今68なのですが、今は私がおやじがおらんと困るなと思っている

ので、「クソ！」と思いながら、若返りの薬ができないかなと思いながらやって

いるところです。

山浦 将来の話はまた後ほど伺いたいと思うのですが、そういった形で、今、

経営も移譲されて、宮田さんご自身が経営主ということなのですが、宮田家の

ぶどう園は今どんな感じか御紹介いただいていいですか。

宮田 2009年に今観光農園のところの農地を買うまでは3.5haで、そこを買っ

て５haになったのですが、余りにもぶどう園があり過ぎるので一部は切って、

今、ぶどうは4.5haぐらいになっています。

山浦 安心院では割と面積の大きい方でもせいぜい１ha前後だと思うのです

が、宮田家はその４倍、５倍という規模でやってらっしゃる。

宮田 その観光農園も、急に農協から「ヘルニアの手術に失敗して歩けなく

なった人がいるので、誰かやってくれないか」と言われたのですよ。ぶどうは

短梢剪定と長梢剪定と２種類あるのですが、長梢剪定の技術を持っている人が

少ないのですね。そのヘルニアの方はその長梢剪定だったのですが、うちも全
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部、巨峰の種ありの長梢剪定だったので、うちに相談が来ました。とりあえず

４月２日ぐらいから農園に入ってくれと言われて入ったのです。本人はしゃべ

れない状態ということで本当に手探りだったのですが、そのときに気づいたの

ですね。4月ということで、既に農薬も何もかも買っていて、3.5haの経営プラ

ンを立てていたのですが、1.5ha増えるとなるとすべてが違ってくる。労働力も

足りない、何もかも足りないとなると、結局、行き着く先は70点農業です。満

点を目指すと頭がおかしくなりそうになるのですが、最初から70点を目指すと、

結果的に点数が上がるのですね。農協に言われるような評価の高い満点を狙わ

ずに、70点でもいいやと。70点でも直売所で売る分は、おいしければぼんぼん

売れるのですね。そういうところがあります。

山浦 ありがとうございます。4.5haというすごい規模でやってらっしゃるの

ですが、それは家族経営ではできませんから、人も入れてということですね。

宮田 そうですね。従業員、また、障害者も少し雇用しています。助成金を

いただかずに、昔から住み込みでいて、生まれたときから障害者と一緒に仕事

をしているという状況ですね。

山浦 ありがとうございます。単にぶどうをつくって農協に出すのではなく

て、観光ぶどう園もやってらっしゃるということですが、それ以外にも、加工

とか、直売所も持ってらっしゃるので、その辺も御紹介いただければと思いま

す。

宮田 加工場は持っていないのですが、加工場を借りて、ぶどうを収穫して、

持っていって加工して、６年ぐらい、由布院の駅の前でジュースを売って、こ

ういう商品が売れるのだ、売れないのだと。

ちなみに、学校の先生が言うような加工品は売れません。少しとんがらない

と売れないのですね。学校の先生が言うような感じでは売れない。濃縮還元ジ

ュースで言えば、砂糖や水を加えても100％と言えますといったロジックではな

く、本当に100％のネクターみたいなジュースをつくりました。１本500ミリリ

ットルで1,800円なのですけれども、何も言わずに年間3,000本が売れていると

いう状況です。営業はしていないのであまりコストもかからず、副業としては

いいのかなと思います。

山浦 ありがとうございます。
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その下に「県副会長、事務局長」と書いてありますが、今、「農業青年クラ

ブ」と言うかと思うのですが、４Ｈクラブでの活動も御紹介いただきたいなと

思います。

宮田 農業を始めたら、４Ｈクラブには自動的に入らなければいけないとい

う時代でした。私は結婚を２回したのですが、1999年のノストラダムスが怖く

て帰ってきたのです。すみません。ここはちょっと笑ってもらうところで、今

度は、若い方からちょっと笑みが出ていますが。1999年の４月に安心院に帰っ

てきて、５月３日にぶどう園の中で結婚式を挙げたのです。地元の４Ｈクラブ

の先輩たちにその準備を手伝ってもらったということもありまして、帰った途

端、入ったという形ですね。

結果的に、３年後、離婚するのですが、離婚したら独身になるわけです。そ

うするとエネルギーがあり余っているので、全国組織の副会長まで上り詰め、

その後九州の会長におりて、九州で頑張ってやったということですね。

山浦 ということで、経営ももちろんですが、農業青年の活動もずっと熱心

にやってらっしゃって、九州の会長や全国の副会長もされたということです。

下に、ドリームファーマーズでの役割とご自身の宮田家の農業とのバランス

と書いているのですが、ドリームファーマーズが立ち上がった後も、当然、宮

田家のぶどう園は同時並行で動いているということで、その辺のバランスのと

り方について御紹介いただければと思います。

宮田 週で考えたら、どちらも８時間で５日分は確実に確保しています。会

社をもう一個起こしたのだからということで、２倍です。ドリームファーマー

ズの方は、夜や土・日に回せる仕事があるので、そのときに集中的にやるとい

う形ですね。週40時間で会社と農園をやろうと思ったら結構無理がきます。で

も、人を雇用する金がなければ自分でやるしかないのです。今、ふくよかな体

型になっていますが、食べる量と代謝のバランスが崩れている状況で、もとも

とはほっそりしていたのですね。ここも笑うところですけれども、笑えないの

であれですが。

山浦 ということで、もともとの家のぶどう園の規模は維持したまま、ドリ

ームファーマーズの仕事もされているということですが、ドリームファーマー

ズでの仕事は、どんな作業が中心なのですか。
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宮田 基本、社長業ですね。渉外というか、経営とか、お客様が来たときに

は基本的に全部ですね。先日、エルサルバドルの中小企業庁の長官さんが来た

ときも僕が対応したのですが、最初にハグしたのですよ。「日本人の挨拶はこれ

だよ」と言ったら、テンションがすごく上がっていくような感じでした。語学

は堪能ではないのですが、コミュニケーション能力が高いと周りに言われるの

で、そういうところを活かしています。基本、一期一会だと思います。今日の

講演がきっかけで、今後また２度目に会う方もいらっしゃるのですが、２度目

に会う会わんはともかく、魂を込めてしゃべるようにしているので、社長業を

やらせてもらっています。適任だということですね。

あと、会社を何個も経営していて、2,000万円ぐらいだったら、僕でも帳簿は

できるのですが、今後に向けて、税理士さん、社労士さん、弁護士さんもつけ

て、体制を組んで、今、仕組みをつくっています。

山浦 ありがとうございます。次は、ドリームファーマーズという会社の活

動は、宮田さん個人にとってどういう意味があるかというところなのですが。

宮田 １人でやると結構つらい。農業は結構インドアなのですね。わかりま

すか。農園に行って、家族としか会わない。たまに会うのは農協職員か普及員

なのですよ。農機具メーカー、農薬メーカーは、本当に大きい農家でないと来

ないのです。だから本当にインドアなのですね。

３代目なのですが、農村にあるＤＮＡみたいなものがあるじゃないですか。

何となく守らなければいけない、継承しなければいけない、抜け出せないとい

うことで、友達と遊びに行くということでは家から出られないのですが、友達

と会社を起こすなら出られるのです。

若いときは、「東京に行って、銀座で一晩で売り上げを全部使おうぜ」と言っ

ていたぐらいなのですが、もうそんなことはないですね。人を雇用し始めたら、

どうやって給料を払うかというところのほうが重要になってくる。でも、雇用

を覚えると、その人たちの人生模様が見えてしまい、しっかりやっていかなけ

ればというのがあるので、今はドリームファーマーズ自体を地域のホールディ

ングス会社にしたいというビジョンが明確にあります。ただ、園田にしろ、安

部にしろ、考え方が違うので、それを浸透させていくには、こういう講演の場

所などで言って、反応を見て、合っているか、合っていないかというのを考え
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ながらやっていけたらなと思っています。

山浦 ありがとうございます。ということで、DFには３人役員がいらっしゃ

って、それぞれお考えが違うということですが、宮田さんご自身は、先ほどあ

ったように、お子さんがいらっしゃらなくて、仮にいたとしても、自分の経営

を会社に引き継いでいくという部分と、あと、グリーンツーリズムの取り組み

などをこの会社でやっていければとお考えになっているということだったと思

います。

６．役員の性格 ②

役員があとお２人いらっしゃって、３人で立ち上げたということなのですが、

残りお二人の紹介もお願いいたします。（資料Ⅰ、７頁）

宮田 安部元昭が副社長です。最初の写真で、左側にいたイケメンのほうで

すが、彼は結婚を１回しかしていないので、どちらかというと、人生経験は浅

いなと思います。

今、名前が変わっているみたいなのですが、高校を卒業して広島の安芸津試

験場で勉強しました。親はぶどうを継ぐなと言うのですが、本人は本当にぶど

うをやりたいということで、ぶどうを愛しているというか、最高のぶどうをつ

くりたい。要するに、100点満点、200点を目指したいという希望を持っている

のですね。

お父さんが若くて、経営委譲はまだです。50代で、まだラグビーをされてい

るので、僕らが会社を起こすときに、「あんた、引退してくれんかな。経営者同

士で会社をつくりたいのですけど」とお願いしたけれども、それもできなかっ

たぐらいなので、親が強いですね。

山浦 「移譲前」と書いてありますが、安部さんの場合は、まだお父さんが

メーンというか、経営主で、安部さんはそのもとにいらっしゃるという形で、

安部家の農業は回っているということですね。

規模としては2.5haと書いてありますが、これもかなり大きいといえば大きい。

宮田 2.5haなのですが、大体２haちょっとぐらいで推移しているのですね。

お父さんはラグビーに出る。お母さんは婦人会に出るのです。息子もドリーム

ファーマーズに出るのです。自動換気が漏電してとまったら、ハウスを焼いて
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しまうのですが、５年で３回焼いているのです（笑声）。管理する仕組みをつく

れと言っているのですが、家族だから甘えてしまうのかもしれません。他人と

やることで襟を正せるというところもあるので、今、それを学んでいる途中で

す。

でも、安部家のぶどうはタレントさん、有名人が結構買って、事務所の御用

達といった形なのですね。安心院は標高が大体180から400メートルぐらいです

が、安部君の畑は標高が15とか20メートルぐらいのところなのに、すごくいい

品質のものがつくれる。お父さんの技術力はナンバーワンで、大分県の中で３

本指に入る技術者だと思います。

山浦 ありがとうございます。安部さんなのですが、約５分の１と書いてあ

りますけれども、ドリームファーマーズのかかわりといいますか、その辺も御

紹介いただきたいと思います。

宮田 ＣＡＦＥ＆ＢＡＲを始めたのは安部君の夢だったからです。奥さんが

美食家で、料理がすごくうまいのですよ。夫婦でレストランをしたいという夢

があるのですが、C＆Bを通じて飲食業は難しいというのを今感じていて、どう

したらいいのだろうということで模索中です。

山浦 ありがとうございます。安部さんについては、経営移譲がまだだとい

うことと、ドリームファーマーズの中では、ＣＡＦＥ＆ＢＡＲをしっかりやり

たいというところがポイントなのかなと思います。

３人目の園田さんはどんな方でしょうか。

宮田 役害というのはわかりますかね。役職の役に害と書くのですね。園田

君は地域の役に侵されている状態ですね。安心院は本当に過疎地域の代表のよ

うなところで、どんどん役がついていて、消防団、ＰＴＡ会長、地域の何とか

で、ドリームファーマーズよりそっちに出ているのではないかなと思うのです

が、私はなりわいのほうが重要だと考えています。彼は、家で自給自足できる

ものはできている。さらに換金作物としてぶどうがあるという位置づけだと思

います。米で言えば、作業受委託も4.6haあり、この部分は自分の小遣いという

感じでやっているかなと思います。お父さん、お母さんが年配で、労働力とし

て見込めないので、今、彼は経営者として一皮むける時期に来ているかなと思

います。
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実は、私も園田も安部も、大分県から一回出ているのですね。これがポイン

トです。

元の農業高校や農業大学校を出て、その県にしかいなかった人のところの農

業法人はそんなに伸びていないのではないかと思うのです。一旦、農業者大学

校とか、県外に出たとか、海外に出たとかという人たちのところが大きくなっ

ているような気がします。というのは、自分たちのつくったものがどこで売ら

れているのかというマーケットを意識できる、共有できるということと、若い

ときから４Ｈクラブに入っているので、ボランティア精神的な部分は鍛えられ

ていると思います。

山浦 ありがとうございます。一番下にも書いたのですが、園田さんはどう

いった思いでといいますか、動機でドリームファーマーズをやってらっしゃる

のですかね。

宮田 耕作放棄地をなくしたいというか、加齢していく地域の先輩方を見て

いるので、荒れる前にどうにかしたいというところです。やってくださいと若

手に一気に来るので、そういうのをドリームファーマーズでも受けられるよう

な形になればいいよねということで会社をやっています。

相性は僕と合わないのですね。僕と合わないから入ったと言っていました。

合う人とやっていたら絶対だめだと。だから非常にストイックなところがあり

ます。

７．スタッフの性格

山浦 ということで、今、御紹介いただいた３人が役員として中心的に動い

てらっしゃるということなのですが、それぞれ経営もありますので、いろいろ

なスタッフの方も入っているのですが、スタッフの方の紹介といいますか、今、

どんな方が勤めてらっしゃるか、御紹介いただければと思います。（資料Ⅰ、８

頁）

宮田 最初、Ａさんともう一人、ここに書いていない人がいたのですが、両

方とも東京や海外に在住経験があったということです。その２人が正社員とし

て僕らの会社に入ってくれて、役員たちにしっかり意見を言ってくれて、５人

でチームとして盛り上がったというのがあると思います。３年たったら一応卒

－ 119 －



- 20 -

業ですよということで、男性のほうは卒業してもらったのですが、女性は残っ

ていまして、今、セクションを経営から農園のほうに移しています。

あとは、地元の人間なのですが、それぞれ前職があって来ているので、なか

なかおもしろい個性ですね。

山浦 小さく書いていますが、今常勤の方が４名で、全員女性で、年齢的に

は30代、40代の皆さんということですが、お仕事としては、女性スタッフの皆

さんはどんなことをされているのですか。

宮田 これは全部女性なのですが、先ほど言った男性は３年で卒業と言って

いますけれども、女性のパワーに押されていたのが卒業の理由かなと思うぐら

い、女性社会です。今は、事務、工房、カフェ、畑とすべての作業について、

９時から17時とか18時まで残ってやってもらっています。

山浦 いろいろな方がいらっしゃるのですが、ドリームファーマーズに勤め

るようになった経緯といいますか、皆さん、どういうきっかけで入ってきたの

ですか。

宮田 ハローワークです。ハローワークに出して、この会社はどうだろうか

と。今、時代が変わって、経営者がどういう考えでやっているのかというのを

フェイスブックなどで確認して来られています。ドリームファーマーズを調べ

尽くして、冊子まで作って面接を受けに来た方もいました。今回の講演もしゃ

べったことが公開されるみたいですが、いろいろな形でデータがたまっていく

と、いろいろな形で選ばれるのかなと思います。

入ったらやめたくないと言います。やめるのも、家庭の事情というか、病気

でやめていくということで、やめたくなかったという方が多いですね。息子さ

んがてんかんになったとか、そういう家庭の事情が主です。

山浦 そういった形で、女性スタッフを中心に、工房でドライフルーツの加

工もされるし、事務作業もされるし、カフェのスタッフもするし、ぶどう畑の

管理なども女性スタッフの皆さんがされているということですね。

宮田 そうです。今年はＡさんがやったのですが、来年からＤさんも入ると

いう形ですね。Ｄさんはちょっと無理かなと思ったのですが、農業会議所の

「農の雇用」に合格したので、農作業でも頑張ってもらいたいなと思っていま

す。

－ 120 －



- 21 -

山浦 ありがとうございます。

８．これまでの経緯

では、「これまでの経緯」に移りたいと思います。（資料Ⅰ、９頁）

今、会社ができて５年目ということなのですが、実は会社ができる前もいろ

いろなエピソードがあって、全部お話しすると時間がなさそうなのですけれど

も、もともとは農業青年の活動で仲間になって、というところからなのですが、

もしかしたら農業青年の活動を御存じない方もいらっしゃるかもしれないので、

どんなことをされていたかということをお話しいただければと思います。

宮田 ４Ｈクラブを知らない方いらっしゃいますか。大体知っているのです

かね。

山浦 最初、そこの仲間で動き出したということなのですが、農業青年の活

動自体は、青年同士の交流やいろいろな研究発表などが中心だろうと思うので

すけれども、そこからドリームファーマーズにつながっていくポイントは、宇

佐市の六次産業の事業だったのかなと思うのですが、この辺の経緯を御紹介い

ただければと思います。

宮田 市長が交代して、若い市長になった。当時は50代の市長だったのです

が、地元の地域資源をもうちょっと磨いたほうがいいのではないかということ

で、六次産業というよりも、地元のお土産を開発してくださいということで依

頼を受けて、それをやったのですが、そこがスタートです。今、市役所内に担

当の係もできるぐらい、六次産業がすごく盛んで、全国でも結構頑張っている

市町村の１つだと思います。

山浦 まずはお土産のカタログをつくろうということだったのだろうと思う

のですけれども、メンバーも今の３人だけではなかったのですね。

宮田 そうですね。４Ｈクラブ時代の活動は、自分たちでお餅つきをしたり、

何か物販して活動費を稼ぐ場合と、市町村やＮＰＯなどから助成金が出て活動

する場合があるのですが、安心院町のときは、助成金の総額が100万円ぐらいだ

ったのです。でも、合併して宇佐市になったら20万円ぐらいになったのですね。

自分たちで稼がなければいけないという事情もあって、そこにギフト開発をし

ませんかというお話があって、地元のものを集めてくださいということになり

ました。ギフト開発をするのに、写真撮影などのお金はある程度出しますとか、
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行政支援はいただいたのですが、４Ｈクラブ全体だと作物もばらばらなので動

きにくいということで、その中で５人を抽出して、チーム管理をしていました。

僕らはそのときはもうＯＢだったのですが、やりましょうという形ですね。だ

から、最初の行政支援はすごく大切で、新しいことをするのにお金がかかるの

で、お金を負担をしてくれるということで始まった。

その後、たまたま市の経済部長が農水省からの出向の方で、「六次産業の認定

がスタートですよ。宮田さん、どうですか」という話があってまずは僕が個人

として申請した。そして、それからドリームファーマーズができたので、申請

に修正をかけました。

山浦 ありがとうございます。カタログ作成、六次産業は最初は５人でとい

うことで、３年ぐらいたって、ドリームファーマーズを３人でやるということ

に変わっていくわけですが、５人から３人になっていくという経緯を御紹介い

ただいてもいいですか。

宮田 抜けた２人のうち１人はみかんを11haぐらいつくっているのですが、

前に出るのは苦手だということで、経営には携わらないで、出資だけはします

という形。もう一人、しいたけ農家がいたのですが、農業をやめました。建設

業の現場監督から農業、菌床しいたけに入ってきたのですが、そこからまた現

場監督に戻ったという形ですね。

山浦 ということで、いろいろな経緯もあって、ドリームファーマーズは３

人でスタートしていくということになりました。

９．課題と展望

時間がちょっと押していますが、最後のスライドです。「課題と展望」という

ことですが、５年間、全力で走ってこられたと思うのですけれども、今、ドリ

ームファーマーズとして抱えてらっしゃる課題や今後の見通し、将来像につい

て御紹介いただきたいなと思います。（資料Ⅰ、10頁）

まず、課題ですが、部門ごとに並んでおりますが、干しぶどうといいますか、

ドライフーズのほうの課題としては、今、どんなことがありますか。

宮田 上から言って、施設は、最初にノウハウがない状態でつくっているの

で、一回建て増しをしているのですね。窓もつくってしまったのです。本来、
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施設としては、窓をつけないぐらいの勢いでいかないとだめなのです。ドライ

フルーツは農産物扱いなので、食品加工にはならないのですが、今後ジャムや

ジュースなどをつくる可能性も考えて、そういう施設の構造や動線など、ＨＡ

ＣＣＰやＧＡＰなども含めてもっと早い段階でやっておくと違っていたなと思

います。

労働力ですが、地域の就労人口の絶対数が足りないのですよ。健常者と障害

者のボーダーラインの子などが田舎で仕事にあぶれている状況なのですね。そ

ういう子を雇用して育てていかなければいけないとなるのです。僕らは、ぶど

うの木を植えて、実をとるまで最低３年かかるので、長いスパンで物事を考え

るのになれているのですが、普通の野菜などの農業法人で、即戦力が欲しかっ

たり、育成する余力がなかったら厳しいのかなと思います。だから人材のこと

を、人の宝というか、財産と書いてやっています。

原材料ですが、ドライフルーツに出したいというお客さんが結構増えていて、

今、選んでいる状況ですが、品質の悪いものを出してくるのですね。だから、

そこら辺のルール決めをしっかりしなければいけないというのと、農産加工に

対する考え方を変えてほしいなというところがあります。

販路ですが、販路は何とかなるのですね。大分県もそうですが、市町村もそ

うですし、バイヤーさんもそうなんですけれども、いいおつき合いと、「工房に

来てくださいね」といったやりとりをして、工房に来て、じっくり話し込んだ

ら、その人が「いいよ、いいよ」と言ってくれます。そのためにも、飽きさせ

ないような商品設計や新しい商品づくりをしていかなければいけないなと思い

ます。

ＥＭとありますが、今回、台風で梨が落ちたのですね。それで梨農家もドラ

イフルーツをやりたいと来る。昨年から来ていたのですが、今年は必死で来て

います。

日田梨や中津梨などがあって、日田梨は結構有名だと思うのですが、梨の加

工はすごく課題になっているのではないかと思います。梨を入れることで、み

かんとの間をつなぐことができるかなと思っています。

ＣＡＦＥ＆ＢＡＲですが、閑散期の集客ですけれども、ここは今、大分大学

の大学生と一緒に活動しています。大学生はヨソモノ、ワカモノ、バカモノ全
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部三拍子持っているわけです。わかりますかね。地域おこしには大学生が適任

です。最近の大学生は、特にバカモノは群を抜いてバカモノですからね。で、

ワカモノでしょう。ほぼヨソモノではないですか。その学生が今、先生の力を

かりてサークルを立ち上げて、閑散期、農閑期にどうやってお客さんを呼ぶか

という仕組みを一生懸命考えています。イベントのブランド化をしたり、取り

組みをやっています。写真がないのが残念ですが。

「他部門との相乗効果」というのはどういうことですかね。

山浦 すみません。ドライフーズのところのお話で、工房に来てくださいと

いうお話があったと思うのですが、商品のイメージを伝えるためにも、ああい

ったCAFE＆BARのような空間が必要だと教えていただいたような気がしたのです

が。

宮田 そうですね。あと、グリーンツーリズムですね。安心院には年間１万

人近いお客さんが来ているので、そことの連携は大切です。うちのおやじは、

昭和24年生まれですから今68歳ぐらいですかね。あと10年、20年たったときに、

多分、現役でできない部分がありますので、グリーンツーリズムを引き継ぐ受

け皿も意識してつくっていかないといけないなと思います。それも兼ねて、大

学生とのコラボもやっているという状況ですね。

ぶどう栽培ですが、労働力確保なのですけれども、ぶどうの場合、集中して

農繁期に欲しいので、ここは本当に国策を考えていただいてやってもらったら

いいな、アイデアが欲しいなと思います。

僕らのアイデアは、イチゴ農家などと組むやり方なのですが、ワーカーシェ

アリングという考え方です。ワークシェアリングではなくて、ワーカーさんを

シェアするということです。でも、その人の労務管理が問題で、２社以上で雇

うので、では、派遣会社をつくったらいいではないかと言われます。ですが、

先ほど言いましたように、農家さんは法人をつくることがゴールで、ましてや、

自身の経営と直接関係のない法人を作るというのは、意味がわからない状況な

のですね。連携しようと思っても文書も交わせない状況ですが、やはりワーカ

ーさんを循環させていくという仕組みを地域でつくっていかなければいけない

なと思います。

山浦 ということで、部門ごとのお話だったのですが、下に「経営全体」と
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書いてあります。部門に関係なく、ドリームファーマーズ、会社として全体で

考えていかなくてはいけないこともあると思うのですが、最後に、そこもお話

しいただければと思います。

宮田 六次産業は地域産業だと思います。講演会や、勉強会にも出させてい

ただく機会があった中で思ったのですが、六次産業は農商工連携とよく比べら

れるのですけれども、農商工連携と絶対違うのは、地域を考えるかどうかで、

その企業体に使命感を持たせてやるべきだと思います。地域が連携しないと、

点だけで干しぶどうをつくっている会社があったとしてもだめだと思うのです。

農業も、うちがやっている合計面積で12haですが、12haで産地は構成できない。

だから全体が面としてなっていくような形を考えなければいけないのです。そ

のためのトレーニングとして社内規則や社内の労働環境などもしっかり整えて

いって、それを地域に落とし込んでいく。農村の農業経営の体質改善をしてい

かないとちょっと厳しいなという状況です。

役員のポジションの組みかえですが、僕は今年、社長をかわりたいと言った

のですね。何でかというと、かわるべきだと思うからです。せっかく３人でや

っているのだから、回しながらやったほうがいいと思っています。法的には10

年に１回かえなければいけないことになっているみたいですが、早い段階で経

営のトップを経験してもらいたいなと思います。私は31で家の農業の経営者に

なって、経営者という目で30代前半を過ごすのと、40になってから親からもら

った経営とでは絶対感覚が違うと思っています。いろいろなことをやるために

は、早い段階で経営移譲をさせていくような仕組みをつくらないとだめだと思

います。そういう意味でも、今、僕は42なのですが、園田や安部に30代のうち

に会社の社長も経験してもらいたいなと思っています。では、僕は何になるか。

僕は卒業したいと言ったのですが、だめと言われたのですね。

農業とのバランスですが、農業がメーンです。元々は親からやらされたので

すが、今は親のおかげでできていると思っているのですね。この感覚は、年を

重ねないとわからないのですよ。30代のバリバリのときと全然違うので。

山浦 ということで、一応用意した資料の最後まで来たのですが、本当に刺

激的なお話を各分野にわたってしていただきまして、ありがとうございました。

この後、質疑応答もありますし、話し足りない部分もいっぱいあろうかと思
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うので、引き続き、お願いしたいと思うのですが、お話は、とりあえずここで

一区切りということにさせていただきたいと思います。

どうもありがとうございました。

司会 紹介が遅れましたが、 山浦先生は、中山間地の農業の、若手で最も

活躍されている研究者の一人でして、小田切（徳美）先生との共著が沢山あり

ます。いろいろな学会誌を見ますと、山浦さんがお書きになっているものを目

にする機会があり、教育、研究に相当忙しくされているようです。

Ⅱ 質 疑 応 答

(1) 山浦陽一氏の質問

山浦 通常の講演会ですと、解題の先生が解説をされるかと思うのですが、

今回のドリームファーマーズのお話は、ポイントがいっぱいあり過ぎて、まと

めるのも難しいと思いますし、僕が語るよりも、宮田さんの生のお話を皆さん

に聞いていただいたほうがいいかなと思いますので、いきなり質問に移らせて

いただきます。

先ほど、社長を譲りたいというお話もあったのですが、ドリームファーマー

ズは３人の仲間で立ち上げたということでした。肩書上、上下関係はあるわけ

ですが、特に宮田さんは、自分が上で、２人は下だという感覚はないし、常に

横並びでいきたいという感覚をお持ちだと思うのですが、その感覚の背景とい

いますか、仲間でいくのだというところのメリットや気持ちについて御紹介い

ただきたいなと思います。

宮田 その答えは、団塊の世代の方が農業経営をやっているところの失敗に

あると思います。バブルのときに、あの人たちが地域や仲間ともうちょっと連

携していたら違っていたのではないだろうかと思います。

宇佐市には「いいちこ」の会社があって、あそこは３人と言われていますが、

４人なのですけれども、４人の経営者で、あんなに大きな経営体になっている

というお手本もあるということです。ただ、日本全国で考えたら、３人でやっ

て割れている経営体のほうが多いと思います。そういう経営体を見た中で、私
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たちも「３人でやるともめるぞ」と言われたのですが、最初に始めるときが一

番仲がいいのです。ここからお金の話が出てくるから、仲がよくなくなるけれ

ども、「それでも法人にしますか」と聞いて、「します」と言ったのでやりまし

た。それは覚悟してやっています。

山浦 ありがとうございます。宮田さんはご自身でも加工をやったり、直売

をされていて、それをどんどん大きくするやり方もあったと思うのですが、そ

うではなくて、仲間とやっていこうということですね。

宮田 仲間とやったのは、１人では寂しいからです。本当に農業は孤独です

よ。離婚したとき、本当に孤独でしたもの。農業青年の仲間、先輩たちに、夜

中の３時、４時までつき合ってもらって、その後、温泉に行って、次の日の朝、

普通に仕事できるような若さだったので、あのときに、農業の同じ生活リズム

の人たちと仲間でやっていけるというのが夢だったので、バツイチがこの国を

また変えていくのではないですかね。そんな感じです。

(2) 佐伯尚美氏の質問

佐伯 この研究所の顧問をしている佐伯です。

大変おもしろい話を聞かせていただきました。その熱意は十分酌み取れたの

ですが、ただ、私は聞いていて肝腎のところが全然わからなかった。それにこ

の経営の基本的構造、特徴がどうなっているかという点です。

第一点は、ぶどうのドライフーズというのは一体どういうことなのか。どう

いう加工をして、どういう需要があって、どのように売っているのか。ずいぶ

ん昔に米軍の放出の干しぶどうというものがあったが、これはそれとはまった

く違った商品だろうと思います。ぶどうのドライフーズというのは一体何だろ

うと。お菓子なのか、それともフルーツなのか、よくわからない。またそれは

一体どういう加工をして、どういう売り方をしているのか。もっと言うと、ド

ライフーズにするぶどうと、そうではない生食用のぶどうは品種はどう違って、

栽培方法はどう違うのか、どういう特徴があるか、その辺が全然わからない。

本当はその辺を説明していただきたかったのですが、その辺がわからないため

に、宮田さんが一生懸命おっしゃっている割に全く通じない。それが第１点。

第２点は、宮田さんが恐らく強調したかったことは、六次産業化ということ
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なのでしょうが、六次産業の具体的内容がはっきりしない。ぶどうの生産のと

ころがあって、加工のところがあって、販売のところがあって、そういう３つ

を一つの経営でやっているというお話だろうと思うのですが、それが一体どれ

ぐらいのウエートで、どういう分担になっているのか。例えば、ぶどうの生産

は一定の季節性があるが、加工は一体どうなのだろうか。流通・販売のほうも、

カフェで売っているとおっしゃったけれども、カフェでぶどうだけ売っている

わけではないのでしょう。ぶどうのジュースを売っているのか。これだけの売

り上げがあるので、それだけ売っているわけではないと思うのですね。その辺

は一体どのようになさっていて、三つの部門のバランスがどうなって、採算性

はどうなっているか。そういう基本的なところが私どもには全然伝わらなかっ

た。非常に残念だという感じがします。

第３点は、それとちょっと違うのですが、同じような問題で、土地の問題で

すね。15haの果樹園を持っている。この果樹園は一体どういう出資形態になっ

ているのか、それに対する対価を払っているのか払っていないのか、貸借料の

金利みたいなものを払っているのか払っていないのか、それによる採算は一体

どうなっているかというのがよくわからない。

第４点は、ここで生産されるぶどうないしそれの加工品は全部100％自己販売

できているのかどうかということですね。そこまで完全にやられているのかど

うかということも、聞いていてよくわからなかった。したがって、宮田さんが

一生懸命説明されていること、その気持ちはわかるけれども、それがどうも通

じない。非常に残念だという感じがします。そういう話は山浦さんがコメント

してくださるとばかり思っていたのですが、それをコメントしてくれなかった

のは非常に残念だという感じがします。

どうも失礼しました。

山浦 先生、ありがとうございました。後で宮田さんから補足していただけ

ればと思うのですが、先に僕のほうからわかる範囲で説明させていただきます。

４点ほどお話しいただいたと思うのですが、まず干しぶどうはそもそもどう

いうものなのかということなのですが、写真を飛ばしてしまったのですけれど

も、見た目も、先生が御存じの普通のレーズンとは大分違うのですね。巨峰や

ピオーネがちょっと縮んだような大きさなので、いわゆるレーズンとは大分違
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ったものになっています。

加工の仕組みとしては、乾燥機にかけて水分を抜くだけで、果糖とか、余計

なものは加えないというスタイルになっていて、逆に言うと、そんなに込み入

った工程はないと言えるかと思います。

生食用と干しぶどうの違いなのですが、品種は基本的には一緒と考えていい

かなと思うのですが、今の宮田さんたちのスタイルは、生食用に出さないもの、

ちょっと形が悪いとか、房の一部が傷んでいるようなものがあったとしても、

粒としては問題ないので、そういったものを加工用に回すという形です。です

ので、干しぶどう用のぶどうがあるわけではないと御理解いただいていいかな

と思います。

佐伯 加工部門はどれぐらいの期間、稼働しているのですか。

山浦 ぶどうがとれ出して、収穫が終わるまでですが、しばらくは貯蔵がで

きるということだったかと思います。

宮田 そうですね。収穫が７月上旬から11月上旬ぐらいまであるのですね。

佐伯 加工が終わるのは？

宮田 それぐらいです。量に差があるだけで、スタートも終わりもぶどうの

収穫時期と同じです。

山浦 その後、みかんとかほかのものも入れてという形でやってらっしゃる

ということです。

佐伯 みかんを加工するというのは、みかんを干すの？ ドライにするの？

山浦 そうですね。皆さんがふだんイメージする温州みかんを干すというこ

となのですが。

佐伯 それは知らないな。温州みかんを干したのは見たことないけれども、

そういうのがあるのですか。

宮田 見たかったですよね。今日、売っていいと言ったら持ってきたのです

が、すみません。

山浦 あと、六次産業をどういった形でやっていらっしゃるのかということ

なのですが、生産、加工から販売を一手にやってらっしゃるということだと思

います。ただ、その生産の部分、会社でつくってらっしゃるぶどうは、今年、

収穫が始まったところなので、材料としてはまだ少なくて、よそから買ったも
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の、もしくは役員の皆さんが自分のところから出しているものが中心となって

います。

加工については、完全に会社で全てやって、売り先も、かなりいろいろな売

り先になっていると思うのですが、今、どんな割合になっているのでしょうか。

宮田 関東と関西と地元・九州ですね。大分なのですが、半分近くが地元で

すね。あと、関東が多いですね。

佐伯 それは直に売っているのですか。

宮田 はい。農家なので、卸屋さんを通したくない。こういう性格なので、

直でないと取引しないと言っています。

先生がおっしゃいましたように、この干しぶどうは見たことない人ばかりな

のですよ。同じような苦労をずっとしてきたのです。こんなものは売れるわけ

ない、見たことないと。同じようなバイヤーさんばかりだったのです。こんな

大きな粒は見たことないと。最初、梅干しだと言う人もいたのです。みかんの

ドライフルーツなどは、これはこたつで干したやつかと。こたつ世代で、昔、

見たことがあると。だから、そういう世代に売らないようにしたのです。そう

いうお客さんとお話しする時間を省いて、健康食品として買いたいという30代、

40代の女性をターゲットにして、それ以外の人には売らないと決めたのです。

そういう感覚でやってきました。ないものをつくったのです。干しぶどう用の

ぶどうからつくったのではないのです。生食用から干しぶどうをつくったのだ

から、今までないのです。だから高値でも売れるし、しっかりつくっていたら

売れるということなのです。今日、何とか賞とかをもらっていない新参の会社

を呼んでくれたということは、行く行くは躍進するでしょうみたいな賞でしょ

う。先生方、期待していますよ（笑声）。

今日の資料は山浦先生が簡単につくったので、学者はこんなしゃべり方をす

るのかなと。僕だったら70枚ぐらい用意して、ずっと写真を見ながら説明する

ので、先ほどのような質問は出てこないのです。

山浦 すみません。

宮田 材料となるぶどうは市場では規格外で、評価が低いものです。しかし

生食でも十分美味しく、決して廃棄するようなものではありません。あくまで

市場での規格外を加工しているのです。でないとおいしくないですもの。農産
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加工は、腐りかけのものはだめなのです。

佐伯 ちなみに、もう１つだけ聞きますが、それを食する人は、ご自分で果

物として食するのですか。

宮田 ライフワークです。おしゃれです。うちのほとんどの商品は、食品ス

ーパーではなくて、雑貨屋さんに置いているのです。生活をおしゃれに見せる

ためにやっているのですよ。30代、40代の女性が、チョコレートやキャラメル

などをデスクに置くのではなくて、干しぶどうを置いて、「あ、この人はインナ

ービューティーを狙っているのかな」と思わせようとしているわけですよ。「会

社の女性の方にお土産で買っていくとインナービューティーを図れますよ。会

社できれいな人が増えたら、笑顔が増えませんか。そしたら業績も上がるでし

ょう。先輩方、社長さん、お土産で買ってくださいよ」と言って買ってもらう

わけです。そのような感じです。

佐伯 そういうのはここで一遍、現物を見せてもらわないと。

宮田 単価が高いもので持ってくるのが大変というか、売ってよければがん

がん来るのですが、すいません。

山浦 ３番目に、農地のお話もしていただいたのですが、会社でもぶどう園

をやってらっしゃるわけですが、あの農地は、４年間、５年間荒れていたもの

を、宮田さんたちが会社として買われたのですね。ですので、今、会社の所有

になってらっしゃるということですね。

佐伯 借りているのではないの？

宮田 買いました。

佐伯 幾ら？

宮田 1.3haで800万円です。すごく高いですよ。それは、農協の当時の理事

長から「離農した人の借金の分だけで買ってほしい」と言われた。

山浦 前の方の残した借金もあったので、かなり割高な金額だったというこ

とですが、ぶどう産地として守っていきたいということで、会社として買われ

たということかと思います。佐伯先生、ありがとうございました。

(3) 服部信司氏の質問

服部 国際農政研究所の服部といいます。今日はどうもありがとうございま
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した。

１つだけ細かい数字を教えてもらいたいのですが、４の「ＤＦの経営内容」

というところで、収入は2,800万円だと。内訳もかなり細かく示されていて、そ

の次、支出として人件費が1,254万円とあるのですが、支出全体は幾らになって

いるのでしょうか。2016年度で結構だと思うのですが、教えていただければあ

りがたいと思います。

宮田 結構ぎりぎりですね。決算書上でいいですか。

服部 いいですよ。

宮田 ほぼ同額ぐらいです。利益を100万円ぐらい残すような感じです。

服部 わかりました。

宮田 私の個人の経営で、ぶどうで4,500万円、安部のところで2,800万円、

園田のところで1,800万円、全部合わせると１億ぐらいなのですね。そういうイ

メージで聞いていただくともうちょっとすんなりいくかなと思います。

これだけの経営で威張りやがってと思われていると思いますが、ぶどう農家

としてはある程度安定しているというところからやっている。地域貢献のため

にやっているという感じです。地域の雇用を生みたかったのです。若い子をた

くさん雇いたかったのですが、今のところ中堅の人ばかり来ていますね。

服部 では、支出は収入に近い額ということなのでしょうか。2016年度で言

うと、今のお話ですと、支出額は、収入の2,800万円にかなり近い額だと。

宮田 そうです。

服部 わかりました。で、経常利益がある程度出ているということなのです

ね。

宮田 はい。

服部 わかりました。

宮田 もうかった金を全部投資に使っています。さっきのコンテナハウスで

も何百万円とするわけです。５年で、すごい勢いで整備しているのですね。

現場を見ていただかないで、あんな雑な写真しか用意していないものだから

あれですが、山浦先生、本当は順序よく並べてくれればよかったのにね。今日

の夜、新宿で反省会です（笑声）。

そんな感じで投資をしているので、この会社でそんなにもうけようと思って
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いないです。今後優秀な人材を確保するのも、借り入れを起こせばいいやとい

う感覚はあります。

服部 わかりました。

もう一点、この一番下に、営業外収益として各種補助金があると書いてある

のですが、差し支えなければ、補助金はどれぐらいもらっているのですか。

宮田 最初、緊急雇用対策の補助金で、1,000万円ぐらいもらっていた時代が

２年間ぐらいあったのですね。それは市町村と県が応援すると。僕らはちょっ

と難しいと思ったのですが、緊急雇用もして、経営者として育ちなさいと、市

長、先輩方からアドバイスをいただいて、その分、サポートはしますというこ

とで、労務費などは出してもらったということです。僕らは３年間は無給で働

いて、今もほぼ無給ですね。公金をいただく間は一切いただかずに、３年間、

必死で頑張りましょうということですね。

服部 ああ、そうですか。では、現在は補助金は……。

宮田 今年に限って言うと、補助金はほとんどないのではないかと思います。

ただ、今回、台風がありましたし、被害のあったハウスを直すとか、シャイン

マスカットがすごくはやってしまって、政策上、ピオーネという品種を一気に

切ってしまったのです。そうするとピオーネが高値になって、政策によってピ

オーネがなくなってしまったわけですね。だからピオーネを植える畑をつくら

なくてはいけないというのがあって、ちょっと投資しようかという話になりま

す。そのときに事業が当たると、３分の１なり２分の１なりが補助になるので、

その分、上がってくると思います。

あと、「農の雇用」に合格したので、８月からその分が少し入ってくるかなと

思います。

(4) 両角和夫氏の質問

両角 ここの研究員の両角といいます。農協の金融に対して不信感があると

おっしゃっていましたね。もし差し支えなければ、どういうことか教えていた

だければと思います。

宮田 広域合併をしてから少しよくなったのですが、人事異動がないという

状況はあまりよくないですね。農協さんに優秀なスタッフさんが入っていない
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というのもあると思います。農家の息子さんとか、結局、農業がだめだから農

協に入った人が農業を見るのですね。そういう人が農業の明るい未来を語るの

は難しいし、お金の出しようもないじゃないですか。担保をどうするのかとか、

貸し倒れがないかとか、数字ばかり見て物事を言いがちなわけですね。その経

営のポテンシャルや地域性などを見ないといけないのに十分見られないのです。

だから、共済というか、保険ばかりに行ってしまって、農業振興を怠っている

という印象があります。農業をもっと振興して、投資をする仕組みをつくるよ

うな強い金融機関だったらいいと思いますが、基本的には農家さんたちが自立

していかなくてはいけないと思います。地方銀行なり、もうちょっとエリアの

大きいところの銀行をメーンバンクにして、経営診断やコンサルを受けながら

必死にやっていく。

あと銀行には、農協にはない異業種のマッチングの機能があるわけです。農

協も、例えばぶどうのない町とマッチングして、その町にぶどうを送り込んだ

らいいのになと思ったりするのですが、そういうこともほとんどないでしょう。

ネットで売り上げましたみたいな話しか出てきませんが、流通が変わってくる

ので、そんなことではないと思うのですね。銀行の場合、マッチングとか、い

ろいろな商談会があります。「こういう企業さんがイチゴで困っているのですが、

干してくれませんかね」といった話を持ってくると広がりにつながるというこ

とです。そういう営業の力を農協には求めたいと思います。

あと、農協は借りるのが面倒くさいです。銀行は、ちゃんとしていたら、支

店長決裁で、本当に数時間で貸す場合があるのですね。信用貸しというとろで

すかね。フットワークの軽い貸し借りをしないと難しいかなと思いますね。こ

れは一農家の意見です。

(5) 小澤健二氏の質問

小澤 ぶどうの市場の特性といいますか、販売方法について教えていただき

たい。今日の話では、シャインマスカットが非常に高値で取引されるが、これ

も出荷時期等によって価格変動が相当にあるということでした。ドリームファ

ーマーズの３人の方はそれぞれぶどう園を経営されていますが、それぞれの販

売の方法はどうなっているかに関心があります。大分の場合でしたら、大分県
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内か、あるいは福岡市まで出荷されるのか、その場合、特定の流通業者を経由

するのか、それとも通販といいますか、宅配で特定の顧客に販売するのか、あ

るいは農協を経由する一般的な市場取引なのか、という点です。その際に宅配

で販売する場合と一般的な市場流通では、採算性などにかなりの違いがあるの

かどうかも教えていただきたい。といいますのは、ぶどうの場合には、一般的

な市場取引と同時に特定の顧客向けの通販の比重が相対的に高いのではないか、

との印象を持っているからです。

宮田 売り方を考えなくていいので、農協共販で生活ができるなら一番楽な

のですよ。個人宅配は顧客の管理もしなければいけない。農家さんは自分の人

件費をしっかり見ないのですが、人件費を全部入れたら、多分、農協に出した

ほうが儲けはあると思うのです。ただ、少しでも高値で売りたいと思う気持か

ら個人販売をしているので、夜中まで伝票整理とか、配達の時間帯の間、届い

たか届かなかったかという問い合わせが来る時間を考えたら、絶対にコストパ

フォーマンスがいいのは農協を通して市場に出すことです。

市場は、お中元時期に合わせて流通の形態が違うのですが、安心院の場合は、

安心院町の農協を通って売られているものが２億円です。農家さんなら誰でも

出していいファーマーズマーケットが7,000万円強です。それらと別に２億円ぐ

らいが個人で販売されています。

この数字から見て、どうなのかというところなのですが、大分の場合は、シ

ャインマスカットだけで言うと、農協に出したものから、「大分セレクト」とい

う糖度が何度以上というものを選んで、スーパーや百貨店などに出すのですね。

でも、農家も直売の顧客にはおいしいものを食べてもらいたいではないですか。

なので「大分セレクト」よりも上のものが行くのです。だから、品質がよくて

安価だという感覚になると思う。

うちもそうです。うちは巨峰だけなのですが、８段階にランクを分けて、上

の３つだけを顧客さんに出して、５番目ぐらいからのものを農協に出している

ので、うちだけで見ても、巨峰だけで見ても、価格がそこそこなのでというと

ころが農協に行くわけです。ただ、うちみたいに５ha近くつくっているとロッ

トが大きいので、うちを切ってしまったら商品がなくなってしまう。ロットを

出せる農家さんを育成しなければいけないということで、市場のほうも知恵を
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出しているところです。

今、北九州のマルキタというところがハブ市場になっているので、一旦そこ

に出すのですが、そこからいろいろなところに散っていくから、最終的にどこ

にぶどうが行くかはわからないのです。私たちは、北九州のマーケットに出し

ているのだという認識はないです。うちのぶどうがあるディスカウントストア

で売られていたことがあるのですが、それがどの流通経路で、どう来たかわか

らないのですね。仲卸に「そんな安値で売らないでください」と言ったとして

も通じないのですね。

ドリームファーマーズの工房長の園田は、ほぼ農協共販か、農協の直売所で

す。個人売りはほとんどないです。安部は、個人売りが９割です。うちは、量

で言うと半々ぐらいですが、売り上げで言うと、個人売り、直売や観光農園で

売っているほうが多いですね。

(6) 是永東彦氏の質問

是永 あなたの最後の話で思い出したのですが、私は昔、農業総合研究所と

いう農林省の研究所にいまして、その後、地方大学の農学部に行って、最後は、

東京農大に５年間勤務し、東京農大の私のゼミから何人かはあなたと同じよう

な分野に出ています。

最近、農業総合研究所という株式会社が生まれたのを御存じですか。その社

長は若い人だけれども、農大の卒業生なのですね。

その会社は野菜・果物の直売所事業が主柱で、全国の生産者から農産物集荷

し、スーパーなど小売店で販売します。大分のように農協がオルガナイズする

力が弱く、農家が個人個人で市場対応する傾向にあるような場合に、適してい

るようにも思われます。

私が農林水産省にいたときに、平松（守彦）さんの一村一品運動がありまし

て、僕は、日田とか湯布院とか、そういうところを随分回ったのですが、あの

ときに若い人をヨーロッパの研修に派遣して、最後はイスラエルとかまで広く

回り、研修して帰ってくるのですが、そういう人に対する一番大きな任務は、

帰って何をつくるか、大分に帰って何をつくるかということを探してこいとい

うのですね。フランスなどで、僕はそういうのに協力したのですが、何をつく

－ 136 －



- 37 -

るかがかなり難しい。

一番難しいのは、マーケット的な、中央市場的なそういうメカニズムがない

ものですから、あなたが言った北九州市場に出してみて、試行錯誤的に、一体

これは将来性があるかということを考えて、結局、各個人で判断するような感

じですね。

大分の農業として、米・麦ではなくて、果樹と野菜など、傾斜地や丘陵地で

できるものが主体で、みかんとか、最近はぶどうまであるし、最近は、宇佐あ

たりでオリーブがあるらしいですが、そういうものをつくれば一体どうなるか

ということを明らかにするメカニズムがないので、株式会社農業総合研究所が

それを明らかにしていくのだという考えでやっているように思われます。社長

は農大の卒業生です。今日の話で、農大の卒業生がかなり出ていましたが、あ

なたは農大卒業でしょう。

農業総合研究所株式会社に対してどういう期待といいますか、どういう目で

眺めているか、どういう連絡というか、情報もないということなのか、多少は

情報があるのかというあたりを聞いてみたかったのです。

宮田 知らないです。聞いたことはあるのですが、農大の人がやっていると

かはわからない。財団法人かと思っていましたが、株式会社なのですね。それ

は知らなかったです。

是永 株式会社で、東証第一部に上場して、最初は評価が難しく、ワーワー

言われていたけれども、将来性はあると思うのですよ。そうなれば、あなたが

最後に言ったような問題を日本レベルで、必ずしも中央市場などに頼らずにや

れる感じがする。成功するかもしれないです。

宮田 実は僕は実験したのですよ。帰って、まず、無農薬で何ができるのか

というのを実験したのです。20種類の花木を植えて、野菜も植えてみて、無農

薬でできるものがあれば適地ではないだろうか、うちの農園に合うのではなか

ろうかということで、プルーン、クルミ、アンズ、いろいろなものを植えて、

ほぼ枯れましたね。カボスでさえも園地によっては枯れるのですよ。だから、

その土地に合ったものをつくらなければいけないのです。だから、その研究所

が中庸な話をやるのだったら、いつまでたっても発展しないというか、末端の

毛細血管は死んでいくのですよ。
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是永 それは研究所の仕事ではないです。マーケットにかけていないから、

研究所にそれがわかるわけがないので。

宮田 マーケットもそうなのですが、今、マーケットを考えるのにも、つく

り手がいないのです。だから農家さんが本当に減っているのですね。だから荒

れ地がたくさんあるので、そういうのをやってくれたらもっと変わるのではな

いかなと思います。ちょっと違う論点ですが。すみません。知りません。

是永 いや、あなたに聞いてもしょうがないとわかったから。ありがとうご

ざいました。

司会 どうもありがとうございました。では、宮田さん、ぜひ頑張ってくだ

さい。

宮田 はい。ありがとうございました。

――了――
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中山間地域における中山間地域における
農業後継者による六次産業化

平成２９年９月２５日平成２９年９月２５日
公益財団法人

平成２９年９月２５日平成２９年９月２５日
公益財団法人公益財団法人日本農業研究所・日本農業研究所・日本農業研究所・講演会

2017/9/25

１．本日お話する内容

・DFを取り巻く環境 10分

・DFの経営概況 10分

・経営内容－収支を中心に－ 10分

・メンバー紹介－役員・従業員－ 15分

・これまでの経緯－就農・農業青年・6次産業－ 10分

・経営の課題と展望 5分
2017/9/25

参考資料
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２２２．．DFDFDFを取り巻く環境

・地域の概況
→宇佐市：県北部、5.7万人、大分市、北九州市まで45分、1市2町
→安心院町：市南東部、6千人、中山間、水田、ぶどう

・安心院町のぶどう生産
→寒暖差、少雨、国営、400ha規模（「西日本一」）
→現在150ha？（15年センサス83.8ha）
→家族経営、1ha、簡易、無加温、加温、水利費
→市場出荷＞直売所＞観光ぶどう園
→生食2千円～500円/kg⇔加工300円/kg
→高齢化、離農から耕作放棄のプロセス

2017/9/25

３．３．３．DFDFDFの経営概況

・経営概況
→2012年設立、資本金100万円、株主5人（DF＋）

→役員3人（42・38・36、

年設立、資本金100万円、株主

36、ぶどうぶどう
万円、株主万円、株主

ぶどうぶどう農家
人（DF＋）万円、株主5人（

農家農家農家後継者）

→常勤従業員4人（女性）＋パート2人（女性）、賃金水準

・DFの3事業
→

DFの3事業
→ドライフーズドライフーズ：

事業事業
ドライフーズドライフーズ：干し干しぶどうぶどうぶどう●●●億億億億億円、円、国産国産国産国産国産●●●％、9ha分、

産地底上げ（市場規格外率5％）⇔7割役員、みかん、
派生商品、「都会のBAR」、国6次化認定、輸出

→

派生商品、「都会の

→CAFE
派生商品、「都会の

CAFE＆
派生商品、「都会のBAR派生商品、「都会の派生商品、「都会の

＆＆BAR：春～秋、旅行村、副社長、イメージ戦略、イベント

→

→CAFECAFE＆＆＆BARBAR
→→ぶどう栽培ぶどう栽培：農業生産法人・認定農業者、1.3ha放棄地購入、

再生（2014年）、生食用、今年から本格的な出荷開始2017/9/25
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４．４．４．DFDFDFの経営内容

・収支（2016年度）
→収入：2,800万円（ドライフーズ1,600万円、C&B100万円、雑収入540万円、
その他660万円（役員農作業受託・視察受入等））

→支出：人件費1,254万円（うち役員報酬630万円）、減価償却173万円
→営業利益マイナス、経常利益プラス
→営業外収益≒各種補助金（人件費・ハード）

・主な固定資産と借入
→事務所＋店舗（600万円）、工房（400万円）、ぶどう畑（800万円）
→長期借入2,000万円、短期借入900万円
→地銀⇔農協

2017/9/25

５５５．．役員役員役員の性格①

・宮田宗武（みやたむねたけ）

→代表取締役社長、42歳、旧宇佐市出身、ぶどう2代目（養鶏→）

→東京農大修士、教員免許、Uターン、就農、

歳、旧宇佐市出身、ぶどう2代目（養鶏→）

ターン、就農、経営委譲経営委譲（31歳）…

→5ha、生産（雇用、障がい者受入）・加工・直売・観光ぶどう園…
→県副会長、事務局長、九州会長、全国副会長、2007年卒業

・DFでの役割と農業とのバランス
→

DF
→8

でのDF
→8時間

での
時間時間×

でのでの
××5

役割と農業とのバランスでの役割と農業とのバランス
5日

役割と農業とのバランス役割と農業とのバランス
日日×

役割と農業とのバランス役割と農業とのバランス役割と農業とのバランス
××2、労務管理、帳簿管理中心

→出資比率、土地提供、加工・直売ノウハウ

→規格外、

→出資比率、土地提供、加工・直売ノウハウ→出資比率、土地提供、加工・直売ノウハウ→出資比率、土地提供、加工・直売ノウハウ→出資比率、土地提供、加工・直売ノウハウ→出資比率、土地提供、加工・直売ノウハウ→出資比率、土地提供、加工・直売ノウハウ→出資比率、土地提供、加工・直売ノウハウ→出資比率、土地提供、加工・直売ノウハウ→出資比率、土地提供、加工・直売ノウハウ→出資比率、土地提供、加工・直売ノウハウ→出資比率、土地提供、加工・直売ノウハウ

→規格外、経営統合経営統合、イベント、GT連携
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６．６．６．役員役員役員の性格②

・安部元昭（あべもとあき、取締役副社長、36歳）

→広島県試験場、3代目、経営

（あべもとあき、取締役副社長、

代目、経営委譲前委譲前
→2.5ha、直売、家族経営、将来カフェも
→県会長、記念行事実行委員長、2013年卒業

→

→県会長、記念行事実行委員長、

→約約
→県会長、記念行事実行委員長、→県会長、記念行事実行委員長、

約約1/5、CAFÉ＆BAR、営業・PR・視察対応

・園田直彦（そのだなおひこ、工房長、38歳）

→大分県立農大→山梨県試験場、経営委譲、

長、38歳）

→大分県立農大→山梨県試験場、経営委譲、農協選果場農協選果場
→ぶどう1.7ha、農協、

→大分県立農大→山梨県試験場、経営委譲、

農協、水田
→大分県立農大→山梨県試験場、経営委譲、→大分県立農大→山梨県試験場、経営委譲、

水田4.6ha＋作業受託、家族経営

→町会長、郡会長、県事務局次長、2011年卒業

→

→町会長、郡会長、県事務局次長、

→約約
→町会長、郡会長、県事務局次長、→町会長、郡会長、県事務局次長、

約約1/5、
→町会長、郡会長、県事務局次長、→町会長、郡会長、県事務局次長、→町会長、郡会長、県事務局次長、→町会長、郡会長、県事務局次長、→町会長、郡会長、県事務局次長、

1/5、生産の担い手生産の担い手生産の担い手、産地の底上げ
2017/9/25

７７７．スタッフの性格

・常勤スタッフ（全員女性）

→A：社員、5年目、40代後半、

（全員女性）

代後半、関東から移住関東から移住、事務・畑・店舗・営業

→B：パート（平日9-16時）、30代前半、4年目、

関東から移住関東から移住、事務・畑・店舗・営業、事務・畑・店舗・営業

年目、年目、安心院出身・在住、工房

→C：パート（平日9-15時）、40代前半3年目、

年目、年目、安心院安心院出身・在住、工房

年目、旧宇佐旧宇佐市在住、工房

→D：社員、2年目、30代前半、

40代前半3年目、

代前半、中津中津市（40分）、店舗、畑

・非常勤スタッフ
→高校生（販売スタッフ）、60代女性（加工等、B母）

・これまでの退職者
→4人、性別、年齢、動機、退職の経緯、現在…2017/9/25
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８．これまでの経緯

・農業青年活動
→町・郡・県・九州・全国イベント、研究、交流
→各レベルの役員の経験

・市6次産業化事業－青年活動から「DF+」へ－

→2009年、農業青年と新市長
→6次産業化事業へ参加
→カタログ作成と「DF＋（5人、3人＋みかん、菌床しいたけ）」立ち上げ

・DF設立
→「DF＋」から「DF」へ（考え方、農業の状況、家族の事情…）
→プロジェクト発表
→関係機関のサポート2017/9/25

９９９．課題と展望

・各部門の課題
→ドライフーズ：施設、労働力、原材料、販路、新商品（業務用・OEM）…
→CAFÉ＆BAR：閑散期の集客、他部門との相乗効果
→ブドウ栽培：労働力確保

・経営全体
→

・経営全体
→組織マネジメント組織マネジメント（労務管理、就業規則、雇用条件…）

→役員3人の役割・

組織マネジメント組織マネジメント（労務管理、就業規則、雇用条件（労務管理、就業規則、雇用条件

人の役割・人の役割・ポジションの
（労務管理、就業規則、雇用条件（労務管理、就業規則、雇用条件

ポジションの組み替え
→各役員の

人の役割・

→各役員の農業農業
人の役割・人の役割・ポジションの

農業農業農業と
ポジションのポジションの組み替え組み替え組み替え組み替えポジションのポジションの
ととととのバランス（世代交代）
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dreamfarmers.jp
0978-58-3534

ありがとうございました。
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