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就農した一期生４名、荒木健太郎 （
兵

前号に引き続き、この３月に卒業し、

代です。浦野

とが重要だ」と仰っていました。私た

聞を通してシミュレーションをしてみるこ

（中瀬） 先ほど、「失敗すること、新

謙虚でないと、誰も何も教えてくれま

そのときに勉 強 したのが謙 虚 です。

た。

正直なところ、５年間ずっと赤字でし

（１／５）

庫県たつの市）
、鍜治山直樹 （
広島県
ちはそれぞれ 代～
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広島市）
、鋤柄美和子 （愛知県田原

を前に対談をした際の模様をお伝えし

当法人理事長 浦野光人氏が、卒業式

市）
、中瀬健二 （熊本県大津町）と

して、プライベートを過ごしてきたのか

識しながら人間関係をつくり、仕事を

さんはこの時期、どのようなことを意

そうは言っても私は 代前半の若造で、

名くらいの人間が関わっていましたが、

せん。その事業には、最初から１００

きました。古典から現代科学まで、も

本を選び通勤時間も利用して読書して

く子どもを授かりました。その時、病

プライベートでは、その時期にようや

す。ただ、そういう意味では、けっこ

こういう蓄積がどこかで活きてきま

線に立って話します。それがすごく大

ドの下に膝をついて、子どもと同じ目

見下ろしたりは絶対しません。必ずベッ

どもの目線に立ちます。上から子供を

う自分に自信があったところがあって、

事なことだと思います。
虚」にはほど遠いところもあったみたい

30

から、全員が共通理解できるような言

と仕事全体がまわっていかないわけです
そのような時にちょうど転機があり

葉で自分が話さなければダメなんだと

の資金で新しい事業を企画しましたが、

し、会社が出資をしてくれました。そ

くさんあると思います。例えば、地域

みなさんも今後そのようなことがた

その時に気づかされました。

ました。 年ほど前です。みなさんと

ですね （
笑）
。

その事業では１００人の社員がいない

他の人から見れば、 代過ぎまでは 「
謙

いることです。

院で看護師さんを見ていると、必ず子

らわかりました。

わけです。このことが２～３年経ってか

その若造の言う通りには動いてくれない

30

ちろん毎日ですね。これは今も続けて

（
浦野） そうですね。幅広い分野から

教えていただけますか。

30

ます。

20

同じように、自分で発想した事業に対
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いて、真理の探究という意味では自信

じことです。主産地形成ですよね。産

（
浦野） 農業で言えばまさに日本も同

（２／５）

の人たちと話すときに、「私が地域の

を持っているでしょうから、ぜひそれを

地形成が成功し、稼ぐことができて幸
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ためにこんなにも考えているのにどうし

地域の中、仲間に納得してもらえるよ

むしろ、その反対の 「
地産地消」と

て理解してくれないのか」と言いたくな

ただし、納得してもらえたらそれで

いう仮説をみなさん立てたわけじゃな

せな地域もありますが、ずっとそのま

終わりではありません。今度はそれぞ

いですか。そうすれば、物流コストはか

うに、その人たちが理解できる言葉で

「
真実の探求」は終わって、その後は

れの人の事情に応じて説得していかな

からないし、一年中収入があるという

ることも多々あるでしょう。もし理解

その真実を 「
納得」してもらわなけれ

ければいけません。さらに自治体や農

発想に立っていますよね。それはひとつ

までいけるかどうかわかりません。

ばいけません。納得してもらったとして

協など、ハードネゴシエーションが待って

の仮説ですから、みなさんはその仮説

伝えてください。

も、「
あなたが言ってることはわかるけ

いるかもしれません。でも、これだけ

の検証をこれから実用でやってみよう

してもらえなければ、それは 「
レトリッ

ど」と言われてしまえばおしまいです。

乗り越えて到達できるわけだから、仕

としているわけです。

ク」で考えないといけません。

納得してもらったら、今度は 「
わかった、

事は楽しいんですよね。

ちょっとやってみるか」となるように 「
説

「
いやいやお金もいるだろう」というこ

やると、こういう問題が起こる」とか

ころが、その時に 「
この地域ではそれを

トリクルダウン的な発想では、貧富の

後、みんな良くなっていくというような

だけがどんどん良くなっていって、その

（
荒木） どの時代もそうですが、一部

という考えから、「
良いカライモを、もっ

ました。調理の方法はお任せしますよ」

す。今までの、「
良いカライモをつくり

できるかがひとつの課題になると思いま

したとき、その範囲をどこまで広げて

例えば、中瀬さんはカライモに集中

とになると、今度はそこに 「
ネゴシエー

差も広がり、農業もモノカルチャー型

とこうしたらおいしく食べられますよ」

得」しなければいけないわけです。と

ション」が入ります。

になって、多くの人々が農業に関わる

つまり、 まず は真 実 の探 求 があり、

という提案までして、その範囲を広げ

かなか真理もわからないだろうなと思

ですが、何かに没頭している間は、な

います。真理の探究は、最後まで突き

ことを見つけて、検証に入ろうとして

今、みなさんは自分が真理だと思う

ていこうとしていますよね。

います。

そういうことが後からわかってくるん

ことができなくなっています。
それに納得をしてもらい、その後説得
をして、交渉がある。そこまでやってよ
うやく仕事が進むわけです。
本当に苦労しながら、そう簡単には
進みませんが、発表した経営計画につ
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詰めれば哲学になります。それは証明

は企業の全ての部分でナンバーワンにな

です。ただ、昔と違って、現代の社長

大きく示すのがリーダーの役割です。

を確かめてもらおう」とか、ビジョンを

もカライモの良さ、いい商品であること

（３／５）

もできないし、仮説も立てられないとい

ることはありえません。社長にもわか

リーダーの役割はまだまだたくさん

【対談】浦野光人理事長×一期生 「就農に向けて」（続）

うことになると思います。

らない部分がたくさんあるわけじゃな

でも、さっき荒木さんが言われた部

あります。カライモの生産について言え

ば、毎日起こるであろうトラブルシュー

いですか。
中瀬さんがカライモのことをいくら

分はものすごく大事なことです。私が
教養の部分で敢えて言いませんでした

ティングについては、自分がリーダーシッ

そのなかで、最終的にリーダーは人々

知っていても、仕事はカライモの栽培の
ていく上で色々な段取りがありますよ

を明るくすることができなければいけ

が、「
人格主義プラス教養主義」が人
だから、先ほど小さな幸せと言いま

ね。例えば、従業員の方に１日気持ち

ないと思 います。 業 績 が悪 くなって、

プをとって教えなければいけません。

したが、小さな幸せはそこそこにして、

よく働いてもらうためにはどうすれば

リーダーまで暗くなってしまったらダメ

ことだけではなくて、その仕事をやっ

最終的な目標は 「人格の形成」と思

よいのかは、カライモのことだけ考えて

間の最終的なものだと思っています。

えることが大切です。それぞれの哲学

いてもダメなわけです。

です。いくら悪い状況になったとしても、

はそれぞれが持っていればいいわけです。

明るく振る舞っているというのがリー

雇用をしていきたいと思っていますが、

とが大切だと思っています。これから

（
中瀬） 私は地域貢献には雇用するこ

いてきてくれるというのがあると思いま

ん。そういうリーダーであって初めてつ

謙虚さがないとリーダーは務まりませ

など、どんな人に対しても学ぶという

うことでした。ある意味、これが一番、

苦労して心掛けたことは明るく振る舞

で、社長になってから一番自分なりに

私はねっからの明るい性格ではないの

そうなると、自分以外のパートさん

今まで一農家としてやってきて、人を

す。つまり、全ての人から学ぶという

ダーの最大要件です。

雇ったことがありません。これからどう

況でも、明るく言い続けました。それ

苦しかったかもしれない。危機的な状
２つ目として、リーダーは遠い先を示

はリーダーにとってとても大事な素質

姿勢です。

り、人を成長させていけばよいのでしょ

せないといけません。例えば、「
来年度

やって人を雇って、リーダーシップをと
うか。壁にぶち当たった場合、どのよ

ところで、みなさんが農業という仕

だと思います。
よう」という短期的な視点よりも、
「
将

事を通じて、本当にやりたいことは何

この畑からカライモの単収を５％上げ
来は今の生産量を 倍にして、他国に

うに解消していけばよいでしょうか。
（
浦野） リーダーシップも究極は謙虚
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素養もそこからきているエネルギーだと

くっています。食べものをつくる人がい

食べものという必要不可欠なものをつ

（４／５）

でしょうか。自分に還元してもいいし、

思っていたので、それを守るには農業し

るからこそ、自分たちの生活が成り立っ
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他の人でもいいです。やはり、農業が

かないじゃないかと考えました。

ていると思ってもらえるような位置に農

目的になってしまってはいけないと思いま

農業を通じて農村をなんとか守ってい

農業を通じて人々がつながり合える場

す。農業もひとつの手段だという視点

業を持っていきたいと思っています。

いますが、私も一時、農業のコンサルを

所をつくり、それを地域の発展につな

きたいと思っています。とくに今は農村

やろうと思いましたが、農家がいないの

げていき、もう一度地域を見直すこと

で見たときに、どのようなことをお考

（
荒木） 私の就農動機とも関係してい

にコンサルを仕事にするというのは何だ

をしていけたらと思っています。

それと、発表のなかでも言いましたが、

ますが、大学生のときにどこが一番暮

かおかしいと思ったんです。自分で農業

に人がいません。コンサルとかはいっぱい

らしやすいのか、どういう生き方の人

を仕事にしていくことを決めて、農業

えになっていますか。

が一番幸せなのかと思い、ニューヨーク

（
浦野） 新しい農村像をつくりあげる
を通じて日本の素養を保っていきたいで

ことができればいいですよね。もちろん、
（
鋤柄）私は農業が自分の根底にある

ういうのは、鋤柄さんの発表のなかで

それに何かプラスした新しい農村。そ

す。

には１カ月滞在しましたし、ヨーロッパ
などの大都市も旅行しました。北欧、

と気づいたのが、色んな人たちと関わっ

重々感じていました。

古い地域社会像も大切なんですけど、

そのなかで、「
日本は相当いい場所だ

てきたなかで、やっぱり自分が本当に

フィリピンにも行って、そのことについて

な」と実感しました。山や自然も豊か

やりたいことが実家の農業の姿のなかに

ないと思いました。それを担保してい

こういう環境が生んだ国民性かもしれ

まだ農業者のイメージといったら、普

業が盛んな地域だと言われても、まだ

ただ、実家のある田原市がとても農

事をしている人が少ないという印象を

活動をしていくなかで、あまり輝いて仕

ろうと全然思っていませんでした。就職

動をしましたが、その頃には農業をや

考えました。

で、トイレなども完備されていて、生

あったんだなと気づきました。

るのが山と川とこの景色だと思ったんで

通に企業で働いている人よりも地位が

（
鍜治山） 私は大学生のときに就職活

活環境にも恵まれています。日本人は

す。それを守るこができなくなってし

受けてしまいました。その中で、自分の

親と話していると「
かっこいいな」と感じ、

低くかったりします。
農業は本当に人間が生きていく上で、

まったら、日本のこの良さが失われて
いくと危機感を覚えました。日本人の
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今まではずっと、「
いいものをつくって

私も 「
父親より、もっとかっこいい農業

学校に入学してから、再度、自分の

農協に売る」というのが全て農業だと

「
自分も農業をやりたい」という気持

地域である広島を見つめ直す機会がで

思っていましたが、色んなことをやって

をやっていきたい」と考えています。

きました。東京に出て来て、改めて自

いかないと消費者は買ってくれないんで

ちにだんだんなっていきました。

分の地域がいいなと思うようになったん
すよね。

荒木さんは地域資源や景観を活かし

です。これまで親がやってきた取り組
みをさらに違う形で伝えていきたいな

た農業、鋤柄さんは食育、鍜治山さ

農業を通じて哲学をしたいということ

（浦野） それは哲学者に言わせたら、

を見つけられるのが農業だと思っていま

ズが多様化しているなかで、色んなこと

者が様々なものを欲しがっていて、ニー

と思っています。

ですね。かっこよく言うとそういうこ

す。

んは都市農業、私が６次産業化。消費

とだと思います。親御さんは 歳くら
こよく見えるというのは、大人として、

組みを通してできるんだよ」ということ

つくって売るだけではなくて、色んな取

若い人たちにも 「
農業は、いいものを

人間として人格ができていたからです。
見えないですよ。農業を通じて人格形
成ができるということも大切な視点で

通じて地域を活性化していくというこ
（
中瀬） 私も鍜治山さんと似ていると

りたいことの手段だと思いますので、是

それぞれ計画したことは、本当にや

とですよね。
ころがあるのですが、父親がかっこいい

非がんばってください。

すね。

（
浦野） いいことですね。まさに農業を

を伝えていきたいです。

いですよね。やっぱり、 歳の人がかっ

60

人格ができていなかったら、かっこよく

60

というのを 代になって気づきました。
20

（５／５）

（
文責：
小口）
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