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四 万十ドラマ

Outline
本

社

高知県高岡郡四万十町十和川口

設

立

1994 年 11 月 1 日

資 本 金

1200 万円

代

畦地履正

表

売 上 高

7 億 7000 万円（2015 年度）

従業員数

35 人（うちパート 8 人）

事業内容

地元の農林業の素材を活用した
商品 開 発・販 売、道の 駅 運 営、
通信販売、観光交流など

中山間地での成功パターンを生み出す
ローカル・ローテク・ローインパクト
四国西部を大きく蛇行しながら流れる四万十川。その中流域に「四万十ドラマ」

「四万十とおわ」は、町の西端。四万十

という一風変わった名前の会社がある。地域に産業を生んだ成功例として知

川に沿って走る国道3８1号線沿いにあ

られるが、立地条件に恵まれているわけではない。
「ローカル」
「ローテク」
「ロ

る。宇和島から高知へ抜ける幹線とは

ーインパクト」をコンセプトに、地元に埋もれている良いモノを発掘して磨き

いえ、決して通行量が多いわけではな

をかけることに力を入れ、雇用を生むことに成功している。

い。だが、国道を通る多くの車が立ち

文=磯山友幸
（ジャーナリスト） 写真=守口王仁

寄っていく。
「四万十とおわ」がお目当
ての車も少なくない。大型連休ともな
れば、1日に3千人以上が訪れ、駐車場
高知県四万十町十和
（とおわ＝旧・

に車の行列ができる。

十和村）
。緩やかに流れる四万十川が

四万十ドラマが運営する道の駅「四万十とおわ」
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刻んだ谷合にある人口3千人ほどの地

地栗モンブランが大ヒット

域である。高知市内からも愛媛県の

東京からパティシエが移住

松山市内からも車で2時間はたっぷり

「村でとれるもの」が売り物というの

かかる。もっとも近い宇和島市までも

は、多くの道の駅と変わらない。四万十

小1時間。山と川と森に抱かれた自然

ドラマを有名にしているのは、断トツの

豊かな中山間地域である。

人気商品を生み出していることだ。

四 万十ドラマが 運 営 する道の 駅

中でも、地元産の栗でつくった
「しま

四万十ドラマが開発した商品
（左）。 四万十とおわの目の前
を流れる清流を眺めながら
「お
ちゃくりカフェ」で名物のモン
ブランを食べることができる
（中）。 畦地氏とカフェのスタ
ッフ（右上）
。 栗畑（右下）

畦地氏が今、力を入れているのが栗

生産者の収穫量は10アール当たりで

栗が縁でコラボを始めた東京・南青山

の栽培。日照時間が長い十和地域の

平 均10 0kgとされるが、四 万十では

の
『アニバーサリー』からパティシエが移

栗は糖度が高く、粒も大きい。モンブ

36kgだった。これが、伊藤氏の剪定

り住み、道の駅の工房で手づくりする。

ランの人気に火が付いたのも、加える

で平均150kgに急増したのである。

田舎の最高の素材に都心の最先端の

砂糖の量を最小限にして栗本来の味

技術を合わせる。
「本物志向」がヒット

わいを引き出したからだ。

んと地栗モンブラン」は大ヒット商品。

に結び付いた。今では冷凍したものを

畦地氏は地域の農家に声を掛け、

畦地氏は3年後にはこれを200kg、5
年後には300kgにする計画を立てた。
地域全体の生産量は25tだったものを、

通信販売し、全国にファンが広がる。

もともとあった栗の木に加えて、この3

3年後に55t、5年後には80tに拡大す

四万十とおわに2年前にできた
「おち

年で8000本を植えた。大増産計画の

る。しかも、そのうち大粒で単価の高

ゃくりカフェ」
。カウンター席だけの小さ

始まりである。栗で有名な長野県小布

い特選栗を、5tから3年後には30t、5

な店だが、眼下の四万十川をのんびり

施町や岐阜県恵那市を訪ねて教えを

年後には50tへと飛躍的に増やす計画

眺めながら、地栗モンブランなど栗の

乞うた。栗きんとんで有名な恵那川上

を立てた。そんな畦地氏の
「本気さ」に

お菓子とお茶を楽しむことができる。

屋を訪ねたとき、農業生産法人の副代

打たれた伊藤氏は、恵那市から十和に

表だった伊藤直弥氏に出会う。これ

移住した。

「地域の農業を発展させるためには、
自分たちで値段を決めることが大事で

が運命的な出会いとなった。

達人を迎え入れるに当たって畦地

す」と、四万十ドラマ社長の畦地履正

栗の木は剪定の仕方によって実付き

氏は一つのアイデアを思いつく。栗の

氏は言う。四万十とおわを成功に導い

や大きさがガラリと変わる。伊藤氏は

「剪定士」の資格を作り、若者などに

た仕掛け人だ。
「モンブラン1個400円

その剪定の達人だった。伊藤氏を招

剪定の技を身に付けさせようと考えた

として、栗10トンから25万個つくれる

いて剪定してもらったところ、収穫量

のだ。伊藤氏の
「達人の技」を地域に

ので1億円。100トン栗を生産すれば

が飛躍的に増えた。

根付かせるのが狙いだ。

10億円の売り上げになる。10億円の

四万十流域には2万～3万本の栗の

剪定作業は冬に行うため、仕事が

産業が生まれれば、この地域なら100

木があるとみられるが、大半は手入れ

少ない冬場に現金収入の道をつくるこ

人の雇用を生むことができます」
。

が行き届かず伸び放題。全国の栗の

ともできる。ひと冬に一人500本剪定
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栗で生活できる仕組みづくり
現

在

300名

生産者の数

3年後

5年後

10年後

300名

300名

300名

150t
30t

特選栗

5t

30t

50t

普通栗

20t

25t

30t

36kg

200kg

300kg

単価700円/kg
単価500円/kg

四万十の
特選栗剪定園
反収平均

（全国平均100kg）

●

◉剪定士を育て、品質の良い栗を多く収穫する取り組み

剪定士資格認定制度スタート
ランク分け
（剪定士・技能剪定士・匠）
・剪定講習の開催
・資格認定試験の開催

＝

四万十の
栗の収量

【目標金額】150万〜200万円/ha

●

剪定士

10名

伊藤

30名

50名

50名

100名

生産者が
栗で生活できる
栗を軸とした
生活サイクル

栗栽培者認定制度スタート
ランク分け
（準特選・特選・超特選）
・特選栗出荷規定の制定
・認定試験の開催

特選栗
栽培者
名
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◉四万十の栗を広めていく取り組み

視察の受け入れ

学校の開催

その他

・剪定や収穫体験など

新しい加工場建設

・雇用の増加
・営業拡大

畦地氏の仕組みづくりは、きちんと数字を挙げて計画するのが特長。栗の生産を増やすことで、自立できるという

四万十川にかかる「沈下橋」
（上）。
「しまんと新聞ば

目標を数字で示す

っぐ」
（中）
。畦地氏とお茶畑（下）

するとして、1本2000円なら100万円に

つくり、付加価値をつけて高く売れば、

向けの材料供給となれば、これも二束

なる。さらに、収穫量の達成度合いに

栗の買い取り価格を一定以上で維持

三文。そこで紅茶に目を付けた。
「し

応じて剪定士の等級を設け、手間賃の

できる。一農家当たりで年間300万～

まんと紅茶」のブランドを磨いていく。

単価に差をつける。優秀な剪定士が

400万円稼ぐのも夢ではない。しかも

生計を立てられる仕組みをつくろうとし

作業が忙しいのは3カ月ほどだ。十分

四万十川に負担を掛けない

ているのだ。

に栗で食べていくことが可能になる。

「ローインパクト」モノづくり

畦地氏はそのための
「仕組みづくり」
「栗」で生活できる農家をつくる

四万十ドラマの商品はデザインがひ

に力を注いでいるのだ。モンブランだ

と味違う。
「ジグリキントン」のパッケ

けでなく、地栗の
「渋皮煮」や
「ジグリ

ージには○の中に
「地」と大書された

栗の栽培が広がってきたことで、思

キントン」もヒット商品になった。カフェ

トレードマークがどんと描かれ、下に

い切った
「投資」に出る計画だ。栗加

併設の工房を自ら持ったことで、新商

「特選」とある。モンブランの表記は

工の作業場を建設することを決めたの

品が次々に生まれているのだ。東京の

「Shimanto Ziguri Montblanc」である。

である。さらに、四万十ドラマの視察

デパートで開いた物産展で、濃厚な
「ジ

こうしたデザインは四万十ドラマの

に訪れる人たちのために、研修施設や

グリキントン」は飛ぶように売れた。ジ

プロデュースを担ってきたグラフィック

宿泊施設の建設も考えている。

グリキントンも砂糖の量を10％にまで

デザイナーの梅原真氏が手掛けてい

抑え栗の味わいを引き出した。

る。何しろオシャレなのだ。四万十ド

栗加工の作業場を建設へ

栗は農協の重点作物ではないため、
力を入れて本気で栽培している地域は

畦地氏は
「栗の成功」の次も見据え

ラマの成功は、この梅原氏のプロデュ

少ない。しかも栗のまま出荷していて

ている。お茶だ。お茶を栽培している

ース力と畦地氏の現場力・行動力の二

は二束三文だった。栗の最終製品を

地域も少なくないが、ペットボトル飲料

人三脚の結晶だと見ることもできる。
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CASE 02

四 万 十 ド ラ マ

四万十ドラマのスタートに当たって

の駅でも雇用が生まれ、新商品の企

就任した。

画・開発を若い女性が担っている。

基本コンセプトとして梅原氏が掲げた

「考えたらマイナスしかない地域で何

のが、
「ローカル」
「ローテク」
「ローイン

をやるか。マイナスかけるマイナスはプ

畦地氏は子供のころから、目の前を

パクト」だった。地元に徹底してこだわ

ラスだろうと考え直したんです」と畦地

とうとうと流れる四万十川の豊かさを

る
「ローカル」、もともと地元にある一次

氏。20年以上ずっと、地元に埋もれて

満身に受け止めて育ってきた。かつて

産業を見据える
「ローテク」、最大の財

は川船が浮かび、川漁師がアユやウナ

産である四万十川に負担を掛けないで

ギ、川エビを採っていた。そんな地元

モノづくりする
「ローインパクト」だ。

の宝を一歩一歩取り戻していきたい。

そのローインパクトの象徴ともいえる

四万十の素材

商品開発・加工

循環型の
ものづくり

四万十発の“大ヒット品”がある。
「しま
んと新聞ばっぐ」である。新聞紙を折っ

四万十川には
「沈下橋」と呼ばれる
橋がいくつも残る。四万十に不可欠の
風景である。沈下橋は水位が低いと

てつくるバッグだが、重い商品を入れて
も底が抜けることはない。
「四万十川
流域で販売するものはすべて古新聞で
包もう」をコンセプトに始めた。
農協職員だった畦地氏が、自治体
の第三セクターだった四万十ドラマの

そんな畦地氏の思いが伝わる。

生産現場・風景

販売・流通

四万十ドラマが目指す循環型ものづくり

きには橋として渡れるが、増水したと
きには水面下に沈む。
人も自然の摂理に従って生きていけ

いる良いモノを発掘して磨きをかける

ばいい―。そんな四万十とともに生

ことに力を入れてきた。

きた人たちの生きざまが宿っているか

職員に転進したのは1994年。市町村

最大の成果が雇用を生んだこと。カ

のようだ。そんな自然 体 の 姿 勢 が

合併を機に住民が出資する株式会社

フェの工房では若者がパティシエとし

四万十ドラマの地に足の着いた成功に

に転換した2007年、畦地氏は社長に

て働き、都会の技術を学んでいる。道

結び付いているのだろう。

interview

足元を掘り起こし、世界につなげる「仕組み」を
日本の中山間地といえば針葉樹の山が目立つ。高度経済成長

地域おこしの基本は
「足元を

期に建設用木材需要を見込んで杉などを植えた結果だ。だが、

掘り起こすことだ」と畦地氏は

旧十和村の山の風情は大きく異なる。圧倒的に広葉樹が多い。

言う。そのうえで、それを東京

「我々の先輩たちが世の中の流れとは違った選択をした結果な

などの都市や世界へとつなげ

んです」と畦地氏は笑う。時間が掛かる林業ではなく、すぐに収

ていく
「仕 組み」をつくる。磨

入が得られるシイタケやお茶、栗などの栽培、炭焼きに乗り出し

きをかけた本物だからこそ世

た結果だという。当時の農協の組合長が旗を振り
「複合経営」を

界が共感するというわけだ。

目指したのだ、という。シイタケ栽培には広葉樹の原木が要る。

畦地 履正

氏

四万十ドラマ

代表取締役社長

仕組みづくりは思いつきではなかなかできない。きちんとした

さらにそれらの木々を使った木炭づくりなども広がった。一時は

事業計画をつくる必要がある。四万十ドラマのウェブサイトには

シイタケの生産量で日本一になったこともある。

同社の企画書が公開されている。自社の事業をPRする狙いもあ

四万十ドラマが発信する
「地域の良いモノ」は、そうした先人た
ちが残したモノに一段と磨きをかけることに力点が置かれている。

るが、全国で地域づくりを担う人たちに
「モデル」を提供し、成功
パターンを共有しようとしている。
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