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■ 地域の大切さと社会的信用

【対談】浦野光人理事長×一期生 「就農に向けて」

この３月に卒業した一期生は、無事
に全員就農を果たしました。現場で奮

浦野光人氏と対談をしました。参加

卒業式を前に、当法人の理事長である

さて、その一期生ですが、この３月の

ると思います。その障害をいかに乗り

絵には描いていても、色んな障害があ

向かってやるしかないですね。しかし、

な内容でした。あとはその経営計画に

卒業研究発表会では、４名とも立派

した学生は、荒木健太郎 （
兵庫県たつ

越えていくのかということがこれからの

闘する様子も随時確認しています。

の市）
、鍜治山直樹 （
広島県広島市）
、

大きな課題です。
経験がある方たちなので、改めて言う

ただし、みなさんはいずれも社会人

今号 ・次号では、この対談の模様を

必要もないですが、「
でも」というとこ

を築くことが一番大切です。社会的

（１／４）

つまり、農業と企業との決定的な違

信用がないと、地域の中に入って農業

ろもあります。おそらく、農業と一

いは、農業では 「
地域」がものすごく

はできません。サラリーマンの世界だ

す。前半である今号は、浦野理事長

大事だということです。稲作の水利の

と、暮らしと関係ない世界で仕事と向

般企業の世界では差が結構あると思い

ように地域のなかの共同社会の部分を

き合っています。もちろんサラリーマン

が学生たちへ
送ったメッセージをお送り

いかに守っていけるかですね。みなさん

も一定の信用が必要ですが、農業の場

ます。

が地域でどう農業を経営していくのか。

合は、「
ある一定」以上の社会的信用

「
教養」です。その教養にも量と深み

社会的信用の形成は、一言でいうと

それぞれ一人の社会人として地域のな

そのためには、まず 「社会的信用」

挑戦なので大変だと思います。

が求められます。

△左から荒木、 鋤柄、 鍜治山、 中瀬。 右は浦野理事長。

かに入っていくという意味では改めての

します。

前半 ・後半の２回に分けてお伝えしま

健二 （
熊本県大津町）の４名です。

鋤柄美和子 （愛知県田原市）
、中瀬

△浦野理事長
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どの社会常識の部分から始まって、「
農

があります。量的に言うと、挨拶な

ていくわけですから、ぜひ謙虚に学ん

経験があるとはいえ、新しい世界に入っ

に失います。そういう意味で、社会人

見つめてみると、そこにやはり潜在ニー

本当に頭が痛くなるくらい暮らしを

（２／４）

業経営者であれば当たり前」という業

でください。そうすれば、周りの方々

ズも含 めた生 活 者 の姿 が見 えてきま

【対談】浦野光人理事長×一期生 「就農に向けて」

界の常識というのもあります。その上

は必ず教えてくれますので、謙虚な姿

す。そこに自分が考えている 「強み」

はＳＷＯＴ分析を嫌というほどやってき

強みはものすごく大事で、みなさん

を活かしてチャレンジしてもらいたい。

■ 自分の強みを活かす

で、例えば、鋤柄さんなら鋤柄さんと

勢を忘れないでほしいと思います。
■ 生活者の暮らしを見つめること

いう人の人柄や人格のような段階があ
ります。そういうなかで、どのような
社会的信用を培っていくのかということ
です。

そこで、ぜひ忘れないでいただきたいの

をどう実現していくのかが大切ですね。

あとはみなさんが夢に描いた経営計画

をどう伸ばしていけるのか。あるいは、

れからは自 分 の 「Ｓ （自 社 の強 み）
」

課題）
」を無視していいと思います。こ

えば、もう当分は 「Ｗ （自社の弱み、

たと思いますが、その上で、さらに言

社会人としての常識は、もちろんみ

は、特にみなさんがこれから取り組む

ただＳを翻訳するだけでなく、「
デフォ

これまで言ってきた部分は基本です。

なさんできていて、業界の常識という

仕事は第一次産業ですから、最終的

■ 謙虚な姿勢

いわゆる専門的教養は、この２年間で

その強みを活かし、ぜひみなさんに

ルメ」するとどうなるのかがものすご
荒木さんはキッチンカー、中瀬さんは

は「
プロダクトのイノベーション」を起こ

に生活者と直結しているということで

加工、鍜治山さんは直販、鋤柄さん

してもらいたいですね。もちろん、「
プ

勉強してきたわけですから、絶対にあ

私は社会人として一番大事なことは

は小さなグループのなかで学校給食へ
の

ロセスを変えたら時間が短縮できた」

く大事になります。

謙虚だと思います。自分が謙虚であり

提供で、それぞれ生活者と直結してい

とか、「
費用が安く済んだ」というのも

す。

さえすれば、誰でも教えてくれます。

る経営を目指しています。そうなると、

大切ですが、やはり新しい志を持って

ると思います。その上で大事なことは、

ちょっと突っ張っていると 「
あいつには教

いかにその地域の生活者の暮らしを見

取り組んでいくからには、プロダクトで

いかに 「
謙虚」になれるかです。

えない」ということになってしまいます。

つめるかがものすごく大事になります。

イノベーションを起こすことを目指して

また、業界では当たり前の常識がで
きてないとなると、社会的信用を一気
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（３／４）

て、一日の中でやらなければいけないこ

サイクルでＰＤＣＡをまわすのではなく

回も収穫できる作物もあります。その

物もあれば、葉物野菜のように年に何

と。農業は水稲のように一年一作の作

論を言えば、ＰＤＣＡを毎日まわすこ

ＰＤＣＡを最短でまわすことです。極

それをいかに実現するかといえば、

ません。学生時代に何回も失恋した

ることが多く、挫折をほとんど経験し

偏差値が足りなければ事前に回避す

を経験しています。ただし、
今の学生は、

好きな大学を受けて落ちるということ

ば大学には偏差値などがなく、自分の

いありますか。私たちの時代は、例え

て、本当に落ち込んだことがどれくら

みなさんはそれぞれ社会人を経験し

大切です。例えば、ヨットをやっている

その時に微修正していくことがとても

因かわかると思います。

冷静に判断すると、どちらが失敗の原

て、その両方の兼ね合いが多いですが、

りなかったのかということです。得てし

ジックが間違っていたのか、努力量が足

考えてください。大きく分けると、ロ

たのかをみなさんのロジックできちんと

ただし、失敗したときは、何がダメだっ

■ 失敗の微修正

とがたくさんあると思いますから、そ

という人もあまりいそうにない。私た

人に聞くと、「
ヨットはまっすぐ走ってい

を高める訓練を日々行うことが大切で

のようなＰＤＣＡのまわし方をしてもら

ちの世代は様々なことで失敗すること

るように見えますが、常に微修正の連

ください。それはもちろん、サービスで

いたいのです。それができれば、みなさ

が多く、結構、不安に対する耐性が

続で真っすぐ走ることができている」と

す。

んが今持っているモチベーションを推進力

ありますが、最近ニチレイの若い社員

教えられました。そういう話を聞くと

も商品でもノウハウでもいいわけです。

にして、卒業研究発表会で発表されて

たちも不安耐性が弱くなっています。

そういうことを考えると、みなさん

「
仕事もそうかな」と思ったりします。

を持とうと思ったわけですから、普通

が社会人で何年か働いてきた経験は、

だからこそ、「
失敗するのは当然だ」

の人よりも耐性があると思います。だ

農業経営でも必ず生きてくると思いま

ＰＤＣＡが短いサイクルでまわらないと、

けど、実際に失敗をしてみると、どれ

す。
それは相当なアドバンテージになる。

とぜひ思ってもらいたいですね。みなさ

いたアイデアは、絶対実現できると思
います。そこは強い意志を持って取り組
んでいただきたいですね。

その上で敢えて言うと、世の中には

だけ落ち込むのかなというのもありま

そういう意味で、ぜひご自分の思いを

すごくずれてしまうわけです。

うまくいかないこともたくさんあって、

す。そこはぜひ軽く考えたほうがいい

達成していただければと思います。

んは大きな傘を選ばずして、自分で傘

必ず失敗します。だけど、それにいち

と思います。

■ 不安耐性をつくる

いち悩む必要はありません。不安耐性
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起こったときにもそれを見極めていくこ
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■ 変化を見極める

とができます。やはり、最後は 「
洞察

いうと変曲点なのか、総合的な判断の

化なのか、あるいは、例えば、数学で

思ったときに、それが単に一時的な変

ることは多々あると思います。しかし、

わけですから、リスクをとって失敗す

けです。みなさんだって経営者になる

結果として間違ったらしょうがないわ

力」です。

なかで見極めることは大事なことです。

ある意味で失敗できるのは人間だから

暮らしを見つめていて何か違うなと

見極めるには、本当に暮らしを見つめ

です。動物の世界では、絶対成功する
技しか親は教えてくれません。親の言

ていくしかありません。
そういう意味で、幅広い関心を持っ

ら失敗することは当然です。だけど、

うとおりにすれば、それで絶対に生き

それは自分の仕事という意味ではなく

人間だから失敗した後、立ち直ること

ていただいて、普段からシミュレーション

て、例えば、新聞を読んでいれば、政

もできます。それが人間の素晴らしい

ていけるわけです。私たちは人間だか

治から経済まで色んな事象がありま

ところだと思うので、ぜひそのような

ゲームを楽しむことがいいと思います。

す。自分が興味を持ったことでまだ結

「
失敗を恐れるな」の裏返しで、小さ

形で日々シミュレーションをしてみてくだ

を常にしてください。そうすると、そ

な成功も今後いっぱいあります。ただ

論が出ていない問題を選んで、自分だっ

れがそのとおりに動くのかどうか、自

し、その小さな成功に逆に満足しては

さい。

分の考えと違って動いたら 「なぜそう

ダメで、「
翌日からは違う方向に向かっ

たらどうするのかというシミュレーション

なったのか」を考えるようになります。

てやってみよう」という形で取り組んで
（
文責：
小口）

いただければと思います。

色んな事象に対して自分なりに考え
て行動していくと、課題解決力が磨か
れて、もし自分の仕事のなかで何かが

（４／４）
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