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はじめに

率直に聞きます。

①「農業は儲かると思いますか？」

②「農業で食っていけると思いますか」

③「自分で農業経営やりたいですか」

と、三段階に聞かれた時に、おおよそ②段階まではイエスと答えられますが、③段階目で

は、仮にイエスと答えても、「実際にやるか否かは別の話」という含みが出てきます。こ

れは、②段階目までは理論とプランの世界であり、これに対して③段階目は現実世界と具

体的な自他に対する責任やリスクが生じてくるからです。

つまり、前者はバーチャル、後者はリアリティの世界ともいえます。少々極端ですが、

経営としてみれば農業に限らず何の業界でも、口ではベンチャーだ、２１世紀の産業だと

か言っても、実際に１からやるとなれば、あるいは０からやるとなれば、自分の行動に対

する全ての責任やリスクは、自分持ちです。加えて、「結果オンリー」であり、その結果

も全て自分の行動が原因となって生じていると考えられます。

こうして考えていくと「農業を始める」というのは、一般的にはあまりにも生産、何か

を作る、育てる、というイメージが先行していて、ビジネスとして捉え、経営として捉え

る考え方は後回しになることがほとんどのようです。

これは、普及指導員や関係機関の人たちが落ちやすい大きな見えない落とし穴のような

ものです。もっといえば、自分が経営するわけではないし、失敗してもどこまで責任があ

るのかどうかは、いつも不明確なままだということです。ところが、実際に経営を営んで

いる側は、落とし穴に落ちるわけにはいきません。だからこそ、農業をビジネスとして捉

え、経営として捉え、単なる農産物の生産、あるいはそれを作ることができるのが農業と

いうような、従来からのイメージを先ずは捨ててみる必要があるのです。

そんな気持ちで今回は、経営者に役に立ちそうないくつかの引き出しと、それに入れる

中身を、農大での講義資料とＪＡ金融担当者研修会の資料をもとにまとめてみました。

平成２６年 ９月

しおちゃん
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１．経営とは

（１）経理と経営の違い、経営者マインド

①「儲かる農業」というのはイメージ

農業経営をイメージしてみる。「結果として儲かった」というのが現実、事実であるか

ら、儲かるか否かは、何かをやった結果としてのみ言うことができる。

この考え方を間違うと、コスト意識は芽生えにくくなります。売れる想定や売れたこと

だけに目がいきがちになります。また、単価や単位当たりの販売価格が高いか安いかとい

うことを意識しすぎて、資金繰りや技術レベル、現状相場を総合的に判断した上での、適

正価格であるか否かの判断を誤ってきます。何でも高く売れれば良いと考えてしまいます。

これは顧客の立場を忘れた感覚であり、それでは健全な市場形成や、経営にとって も重

要と言える、需要と供給のエンドレスな仕組みづくりが遠ざかることになります。そうし

た感覚は、結果的に経営のゴーイングコンサーンを作り出すことができなくなります。

また、自分の作り出した物が高く売れることだけを考えるということは、はっきり言っ

てどれだけ利益が出たのか、その生産効率はどうなのかということを考えない認識が生じ

てきます。従って、自分の労働を賃金換算したり、自分の労働対価とは別に経営体そのも

のの利益を考えず、将来の投資や再生産を考えないことにもなりかねません。

「はじめに」の項に関連しますが、実際に農業経営をやっている方でも、ここを取り違

える方がいます。つまり、その真意はもしかすると、「自分はこうやっているから、この

ように売れる、そうすればこのくらい儲かる」ということを、決算をしないうちからイメ

ージするようなことでしょう。

決算をしないうちから考えるので、当然、期待を込めていくらで売れるか、というとこ

ろにしか目がいかないのです。そして、実際に決算をするときには、１年間に費やしたコ

ストや労働の苦労などは「のど元を過ぎて」いますから、思ったとおりに売れると、儲か

った気分になってしまうのです。

その結果、何年何十年の農業経営を続けていても、経営が変化しない、技術が変化しな

いことに気づかない状態になります。こうなってくると、次は、高く売れないのは相場の

せいだ、景気が悪いからだ、となってきます。
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要は、自分には非がない、自分は悪くない、という前提ができあがっているのです。そ

うなってくると、

（ア）自分の労賃、所得はこれだけ必要であり

（イ）そのために現在の経営規模であれば、このくらいの所得となる

（ウ）その時の条件は、秀品率や上物率がこれくらいで、単価はこれくらい

（エ）反収がどの程度であるから、総合的な売上はこうなる

（オ）経営規模や植栽密度などから、コストはこうなる

（カ）結果的な利益はこの程度となる

というような、技術レベルとそこから生まれる経営の結果を取り巻く様々な因果関係を見

極めて行くことができなくなります。

つまり、出荷する品物の評価に対して、

（キ）自分がこの程度の仕事であれば、この程度の品物を出荷することは当然である

（ク）その結果として、このような売上になるのも当然である

（ケ）それを受けて、今期の労働単価はこのようになる

というような、適切な冷静な評価もできないこととなるのです。

こうした、コスト意識の欠如や生産効率を意識しない状況になってくると、黒字倒産の

パターンなどが予測しにくくなります。つまり、損益はなんとか黒字だから安心している、

ということになり、肝心な資金繰りなどが見えなくなるのです。よく言われる、「減価償

却費で食べている」ような状態にもなってきます。もちろん経営者自身がその状況を自覚

していれば、ましな方です。

②自分はどうしたいのか

経営の実践者は誰か、自分です。その自分がどうしたいのか、ということは、どのよう

な経営、あるいはどのような農業をやって、どの程度利益あるいは所得が確保できればよ

いかです。そこに、農業経営のスタイルであるとか自分自身のライフスタイル、希望する

所得などが目標としてあるはずです。そしてそれを達成するのが、

（ア）自分の労賃、所得はこれだけ必要であり

（イ）そのために現在の経営規模であれば、このくらいの所得となる

（ウ）その時の条件は、秀品率や上物率がこれくらいで、単価はこれくらい

（エ）反収がどの程度であるから、総合的な売上はこうなる
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（オ）経営規模や植栽密度などから、コストはこうなる

（カ）結果的な利益はこの程度となる

といった、自分の技術レベルと販売状況などの因果関係の適切な確立、経営内外の要因を

仕組みとして確立、ということになります。

③経営の成り立ち

経営の成り立ちを経営体の内部、外部とに分けてみます。その上で、農業経営を構成す

要因として、経営体内部では、大きくは「生産（技術）＆経理（計数管理）」ですが、要

は適切に作ることです。一方、経営体外部では、大きくは「流通（マーケティング）＆社

会情勢（ニーズ）」ですが、要は如何に売るかということになります。

内部で見ると、まずは何かの農業生産があり、そこから生産物が出荷されていくという

のがベースにあります。要は作る、ということですが、これをどのように作るのかが大切

です。同時に、その生産をどのように管理しているのか、ということです。当然、適切に

正確に管理するためには、計数把握が伴わなければなりません。もちろん、生産には人が

関わりますから、そうした人たちの労働生産性なども含めて、数字で把握していくことで

す。販売の状況やコスト管理は言うまでもありません。

一方、外部です。経営を構成するというイメージでは、外部の要因は考えにくいですが、

販売先、つまり、相手がいないことには経営体も存続できません。そういう意味では間接

的に構成すると言えるかもしれません。市場や消費者の状況、大きくはマーケットです。

もちろんこれらを動かす要因として、顧客ニーズやＣＳが関わってきます。さらにはそれ

を取り巻く背景には、環境として社会情勢なども含まれてきます。

このように考えると、単に農産物を生産して、ＪＡなどに持ち込むだけ、後は相場任せ

で、精算はＪＡ任せ、これで経営者と言えるでしょうか。自分が仕事をして、その結果自

分が何を求めているのですか。その肝心なところをすべて第三者任せにしては、経営者と

言えるでしょうか。

そうすると、自分の経営をどのように捉えているかで、全く動きが変わってきます。例

えば、自分の農業経営に関係のない情報が、関係のあるものに思えてきたりもします。原
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油価格の動向や為替レートなどは、そういう意味では比較的イメージしやすいと思います

が、その他にもテレビなどで見られる、街角での何気ない取材や馬鹿らしいと思えるよう

なバラエティ番組なども、時として農業経営に対する大きなヒントを与えてくれることが

あります。いずれにせよ、自他の共存で経営が成り立つ、と考えます。

④経理と技術は車の両輪、車を進めるのが経営

生産技術と経理、つまり決算書の数

経営 字が生産状況や生産技術と連動して経

技術 経理 営を作り上げていると考えます。

例えば、経費をみて、経営規模から

方向 して、なぜ特定の経費が前年比で大き

く削減できたのか。あるいは、経営規

経営の目指すもの 模が変わっていないのに、売上が大き

く変動した理由は、相場変動以外に何

かあるのか等、決算書の数字の動きから、圃場や畜舎内での変化などが浮き彫りになって

きます。ただし、そこには、経理が正確で適切であることは言うまでもありません。

すなわち、経営を真っ直ぐに、経営者が思うように進めていけるか、と考えれば、技術

と経理は車の両輪です。いくら技術が優れていても、適切にコスト意識を持ち、詳細に数

字で把握していなければ、実は、他者の経営との比較もできません。

同様に、過去の自分と比較して、何が原因で現状が起きたのか、善きにつけ悪しきにつ

け、適切な判断ができないことになります。

また、経理に正確さが必要であると同時に、技術においても正確さが必要であり、その

確認は数字や記録によるものとなります。加えて技術の正確さには、数量的なものだけで

なく、時期やタイミングといった時間的正確さも要求されます。時期を逸した防除作業な

ど、無駄なコストであることは言うまでもありません。つまり、何かのコストの割に売上

が悪かったり、秀品率や反収が悪い場合には、そうした技術の精度レベルを確認しなけれ

ばなりません。そこから必要であれば運転資金の確保など新規の投資も必要になるのです。
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⑤経営者マインド、経営者のやること

このようにして考えれば、経営者の 重要な仕事は、何でしょうか。少なくとも、決算

書を作るのではなくて、読んで判断するのが仕事。人に任せられる単純作業に時間を食わ

れて、肝心な他人に任せられない仕事が疎かになるようではいけない、ということが見え

てきます。中でも、大きく次の３点は、経営者がより責任を持って進める度合いの強い内

容の仕事だと言えます。

（２）経営者の３つのなすべきこと

①人材（後継者）確保育成

単に経営継承する人材を育てるだけでなく、技術を有する人材を育てる、あるいは、そ

うした人材を見つけてくる、ということです。これは、経営が発展段階であれ安定段階で

あれ必要です。明らかに規模拡大が進むときには、労働力としての人材の確保が必要です

し、そうすると、これをマネジメントする中間管理職の様な立場の人も必要になってきま

す。つまり、種々の役割や状況に応じた様々な人材が必要です。

経営が安定段階にあっても、不測の事態に備えて、経営の体質は強化していかなければ

なりません。そのためには、単に規模を拡大するとか、売上を伸ばすというだけではない

でしょう。反収を上げて秀品率を上げて、利益構造を変えていく、従ってより高い技術を

有する人材が必要になる、ということもあります。

そうしたことが全くできない、やらないとすれば、家族経営は家族経営のままを脱する

ことはできません。その人材、労働力不足を機械化で補うにせよ、それを扱う人間は必要

になってきます。それさえも家族内でまかなう場合には、必然的に経営規模はある程度固

定化されます。大きな相場変動など急激な社会情勢の変化には対応できない場合が生じる

かもしれません。

注意しなければならないのは、一般的に言われる「農業は後継者不足、人不足」という

ことですが、これは、労働力が不足しているのか、技術者が不足しているのか、経営者が

不足しているのか、明確でないまま議論されている、というようなことです。

例えば、異業種参入ですが、仮に別法人を立ち上げたとして、その経営者は銀行や企業

役員のＯＢであったりしますが、いわゆる一般的な経営論的知識などは豊富に有している
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かもしれません。しかし、農場の状態と決算書を結びつけて、その間には作業員が有する

技術力やメンタリティが介在し、なおかつ無限に変化する自然条件などを同時に考えて判

断し、行動しなければ、思うような経営計画どおりの生産や売上、利益確保はできないと

いうことがイメージできないかもしれません。こうした場合は、いくら他の業界では経営

者であったとしても、いくら経営に関する知識を持っていたとしても、農業においてはた

だの素人にしか過ぎないという謙虚さが無ければ、失敗します。

これは、人材の確保育成においては、農業の場合は経営的合理性や科学的根拠を明確に

する一方で、職人芸的勘どころを身につけていくような、感性や意識のレベルアップなど

が同時に求められることでもあります。具体的には、マニュアルはあるけれども、それに

よって結果を出すためには、マニュアルの数字の背景や刻々と変化する状況との隙間を埋

める感性が必要であるということです。理論に裏付けされた基本技術を押さえつつ、より

良い結果を出すためのさじ加減をリアルタイムに実行でき、しかもその行動を数字と記録

で検証しながら、より良い技術確立を図る、というようなものです。そうしますと、単純

作業をこなして、農作業をやっていれば後継者であると思うのは、大きな間違いであるこ

とをそれぞれの立場で自覚していなければなりません。

②資金調達

経営を進めていく様々な場面で、種々の資金調達が必要になります。経営者はいかにし

て金融機関から資金を調達してくるか、その能力が求められます。これは、いわゆる交渉

力でもあります。さらには、経営が進んでいく中で、いつ、どのような形で資金を投入す

るのかという、決断や、タイミングを予測する力も必要になります。

例えば、品目によっては、据え置き期間中に何回転の出荷ができるのかというような、

生産の全体像と、そこから出てくるキャッシュの動き、それによる長期資金の償還計画、

そして、それに伴って必要とされる運転資金の確保など、注意する点は色々とあります。

特に何らかの規模拡大をした場合には、その償却額と償還額のバランス、規模拡大に見

合う生産性の維持、これに伴う技術水準の確保など、注意が必要です。据え置き期間が終

了し、元金の支払いが始まると直ぐに資金繰りが困難になる事例は少なくありません。
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しかしながら、こうした農場の全体像を、いくら説明しても、口だけでは説得できませ

ん。明確な裏付けとなる数字が必要になってきます。技術力があるならば、その技術力が

どの程度のレベルなのか、他者や地域内での位置づけや、時系列での変化など、数字で示

すことが必要になってきます。

また、数字で示す必要性には、金融機関の窓口担当者が上司や審査会で説明するのを、

どれだけ有利に進めてもらうかというようなこともあります。そのような組織内の検討会

に経営者が直接参加できる機会は多くありません。あるいは、担当者は理解してくれるが、

周囲の理解が得られずに、資金調達できないこともあります。こうした外部の状況を自分

に有利に進めるためにも、きちんと数字で示す必要があり、場合によっては事業計画を図

表などにして提示する必要も出てきます。

以上のようなことから、生産だけを重視する、技術だけを重視していると、後々に資金

面での困難が生じて来ることは明白です。これを回避するために、資金繰りと生産状態を

結びつけ、なおかつこれを詳細な数字で把握していくことが重要なのです。

③ゴーイングコンサーン

経営体の血液ともいえる資金を適切に確保した後は、経営体を継承していく人材を育成

し、そしてそれをマネジメントして、経営を継続させていくことです。さらには、経営理

念としての社会（地域）貢献を目指していくことです。実は経営者の使命としてはこのよ

うな事項が 重要なことであり、ここから経営を構成し、取り巻くあらゆる要因が見えて

くる、といえます。

まず、人材において例えば経営主に関しては、自分が第一線を退くのであれば、そのポ

ジションは他者に譲ることになります。これは、もちろん親族とは限りません。

さらに、その後経営を安定的に継続させるためには、経営を継続させるために様々な事

項に注意する必要があります。資金面だけでなく、人材確保の上でも、経営者の後継問題

だけでなく、作業員などの年齢構成や、作業や技術の発展を考慮した人材の確保や入れ替

わりなど、労働力の量や質も維持又は進展させなくてはなりません。また、市場のニーズ

や社会情勢の変化によっては、新たな設備投資や思い切った移転など、判断、決断、実行
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を迫られることにもなります。

そして、こうしたことを繰り返しながら、経営の継続を計るわけですが、もちろん、市

場や相場が安定し、顧客のニーズも安定し、無理をしなくても続けられる仕組みができて

いれば、あるいは、経営としてそうした一定の状況の中で経営を継続するだけで、経営者

や経営に関わる人達が満足をしているのであれば、右肩上がりを想定した経営の継続性を

求める必要はありません。

しかしながら、今時の社会情勢では、急激なインフレや為替相場の変動、原油や主要な

穀物の相場変動など、１～２年間、そうした事態に耐えうる体力をつけていく必要があり

ます。そうすると、品目や経営のスタイルにもよりますが、ある程度の規模確立や一応の

仕組みができるまでは、右肩上がりの条件設定の中で経営展開させて行く必要があるでし

ょう。そうでないと安定的な経営の継続性を確立できない、そのための基盤が整わない、

と言えます。

当然、経営規模が大きくなればなるほど、逆に小さければ小さいなりにメリット、デメ

リットがそれぞれにあることは言うまでもありません。が、結局は人的要因に帰結します。
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２．経営展開について

（１）経営開始する場合

①経営展開の曲線

◎「タメ」の時がある、 後にたどり着けばよい

熟練度や 普通は直線的に向上

経営展開 するイメージだけど、

の度合い 実際にはどうか？

時 間

誰しも経営を開始すれば右肩上がりに何でも進むと考えがちですが、実際はそうはいき

ません。売上や利益、作業員の熟練度など、思うようには右肩上がりせずに、しばらくは

横ばい状態であることが多いものです。ところが、ある程度の期間を過ぎると、あるいは、

経営が何回転かしますと、目標に向かうスピードがアップします。

つまり、しばらくの間はための時期で、その間に蓄積されたノウハウなどにより、有る

ところから急激に伸びる、そういうイメージかと思います。問題は、そのタメの期間に資

金力が続くかというようなことです。

そうしますと、事故率やリスクをどれだけ現実味を帯びた形で、シビアに検討できるか

というようなことも重要です。経営者として特に注意するのは、このタメの期間を考えず

に経営計画などを作成して、金融機関とのやりとりをした場合です。金融機関や行政機関

では得てして直線的に右肩上がりの計画をイメージしがちです。従って、そのタメの期間

が当該作目で適切なのか、また、その期間にどれだけの運転資金が想定されるかというよ

うなところが、計画に組み込まれないことがあります。そうすると、経営が実行され初め

てから時間の経過に伴い、色々な問題点が生じてくることがあります。

同様に、株式を発行して資金調達をしている場合など、株主さんに対しては、そのタメ

の期間、配当は出せないかもしれない事など、了解を得ていくことも必要になってきます。

②技術は人に具わり、機械に具わるのではない
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経営を構成する要素のところでも触れましたが、農業の生産技術は基本的にその従事す

る人に具わるものです。

散布機や田植機、コンバインやトラクタのように、明らかに人が行うよりも格段に発展

した形の機械はありますが、その機械を使っていつ作業をするのか、圃場や家畜の状況に

応じてどの様に作業をするのかという判断や使い方は、その人の能力であると言えます。

当然のことですが、「この病気にこの薬」というのは技術ではありません。この病気に

この薬を、どのタイミングでどの濃度でどのような散布方法で使うのか、そうした総合的

な判断をして実行できるのが技術力であり、その先にはコスト管理に繋がる生産効率や反

収、秀品率向上などがあるということです。

３．経営計画について

（１）作成の仕方、考え方

①いくら欲しいのか

職業選択の自由において自分自身が農業を選ぶのですから、それで生活ができるか、と

いうのは大命題です。すると、具体的にはいくらの収入が欲しいのか、ということになり

ます。そこで注意するのは、その収入を年収だけで把握するのではなく、月給、日給、時

給ではどうなるか、というように、自分の労働時間や労働の季節配分に併せて考えておく

必要があります。

②何を作るか

自分は野菜を作りたいのか、果樹を作りたいのかは、それぞれの自由です。ところが、

①にあるように、いくらの収入が欲しいのか、によって、自分の作りたいものが制約され

ることになります。

例えば確保できる土地の条件によっては、品目を変えないと、十分な収量が確保できな

い為に、希望する所得が確保できない、というようなことです。あるいは、その経営規模

であれば、時給計算では１，０００円を超えるが、年収に換算すると２，０００時間の労

働にしかならない、つまり、２００万円しか収入が無い、というようなこともあります。

作ろうとする品目や部門の組み合わせ、労働配分や雇用条件による人件費のコストなど、

全体のバランスにより考えていく必要があります。そうすると、野菜なのか果樹なのか、
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畜産なのかというような枠組みの中で柔軟な決定をしなければならない、というようなこ

とです。

③そのために必要なことは、必要なモノは、必要な規模は

経営開始には元手がいります。資本金もですし、借入を起こして投資することもありま

す。そのためには何が必要でしょうか。きちんとした経営計画書に始まり、担保や保証人

の確保など、直接生産には関わらないことですが、これがないと何も始まりません。自分

で経営を開始するというのはそういうことです。

また、経営計画書を作成しても、その数字を保証する技術力をどのように測り、示して

いくのか、経験年数だけでは話にならないこともあります。

場合によっては、そうした資金確保が縛りとなって、経営規模が制限されることもあり

ます。ならば、部門や作型の組み合わせなどで、どの様にカバーするのかというようなこ

とも考えなければなりません。

④どのように売るのか

実のところ、この条件により①から③までの内容が大きく変わることがあります。つま

り、同じものでも高く売ることができる、同じ反収でも秀品率に関係なく全て売ることが

できる、というような条件となれば、全く収入面での差が生じます。

あるいは、観光農園などでお客さんが収穫してくれて、全て売ることができるならば、

単価も高く、かつ、自分の作業時間も短縮できます。もちろん接客業務が増えることにな

りますが。

いずれにせよ、販売力が売上を動かしますから、販売力が弱ければ、つまり、ＪＡに出

荷するだけで他に力を使わなければ、売上が上がっても収入が落ちることがあるのは明ら

かです。逆に、経営体に販売力があれば、ＪＡでは売れないようなものまで売上に結びつ

いてきます。

加工して販売するのも同じような考えですし、その生産基盤を使って農家民宿をやるの

も、ある種の販売力と考えられます。農家民宿の場合は、農業生産の規模は比較的小さく

てもやれる利点があります。農家の生活そのものが付加価値になっているからです。
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地域の力なども活用して、如何に売るのか、この発想や行動の違いは、時間がたてば立

つほどに経営成果に差をつけることになります。

（２）作成演習

一昔前は、収支計画を主に作成していましたが、昨今はそれだけでは通用しません。生

産計画、収支計画、償還計画に投資計画、全体の資金運用計画など、損益計算書と貸借対

照表の両面にわたる計画が必要です。

①生産計画

経営規模の変動と単位当たりの生産性、単価などが、品種、部門、群、施設などの条件

の違いで解るように区別して作ります。要は、経営体内での生産物と商品の動きをどれだ

け詳しく数字で表せるか、です。

年間を通して出荷する品種が変わる場合など、特定の時期に特定の品種が気象災害など

を受けることがあります。その場合に、その品種構成割合の大小によって経営に対する影

響度合いが変わってきます。逆に、構成割合の大きな品種の成績が少し改善するだけで経

営が大きく良くなることもあります。

②収支計画

決算書の損益計算書や確定申告の科目に併せて作ります。①の生産計画に連動して売上

や経費が変動します。

新規投資などがあれば、それが償却資産の場合は減価償却費に連動します。規模拡大に

おいて雇用が増加すれば雇用費が動きます。そうした経営の中身の全てがそれぞれの科目

にどのように連動するのか、見落としが無いようにする必要があります。

③償還計画と投資計画

償還計画では、借入時期や資金種類などを整理して、償還表を作成します。償還元金の

合計は資金運用計画に連動します。利息の合計は収支計画に連動します。

投資計画は、投資金額が資金運用計画に繋がり、減価償却の数字は収支計画に連動しま

す。もちろん減価償却費は資金運用計画に引き戻されることになります。
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④資金運用計画

キャッシュフローです。これをきちんと作成しなければ、金融機関は納得しません。例

えば、収支計画だけでは黒字でも、償還不能では黒字倒産となります。資金繰りが厳しい、

となるのです。

次期繰り越しを見ながら、キャッシュフローの中で短期借入金、運転資金の運用を作り

ます。そして、生産計画の数字と売上などが連動して次期繰り越しの変化を見ていきます。

その時に反収などの生産性や単価設定など、技術の評価ともなる数字の動きが実際と乖離

しないよう注意する必要があります。そこに計画の信頼性のポイントがあるからです。

（３）プレゼン

できあがった計画書で、融資の審査会などを説得しなければなりません。いくら高度な

生産技術を有していても、それを数字に表して、将来性を具体化し、他者に理解させる能

力がなければ、経営は進めることはできないということです。

これは、単に資金確保のためだけではありません。あなたの農場で働きたい、と思わせ

ることも同じです。これがなくては、質の高い労働力は確保できないことになります。も

ちろん、信頼度を高めて、多くの信用を得るためには、口が回って話がうまいだけでは駄

目だということも忘れないでください。人間力の全てが重要になります。総力戦です。
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４．経営者として

（１）指導の原理

経営者として人材育成の上で必要な事柄になります。従業員教育もそうですし、自己の

スキルアップも含めて、人を動かさなければならない時には誰もが必要となる事柄です。

アドバイザー的な仕事、あるいは指導業務や組織のリーダーとしての経験などあるかも

しれません。そうしたイメージで良いかと思います。

①教育的指導と非教育的指導

指導する側とされる側の関係性にもよりますが、例えば経営者が従業員を指導する場合、

その結果に何を求めるでしょうか。指導された従業員さんは、段々と仕事をこなすように

なっていきます。自分で考えて行動して、農場内での目標や仕事の目的を他の人と共有し

て作業するようになります。時間がたてば、他の人を指導するようになります。このよう

な一連の流れがイメージできるものを教育的な指導、といいます。

逆に、ああしなさい、こうしなさい、これはだめ、これはよい、というように、法律や

規則に基づく判断だけのような指示をだして、何かの行動だけを期待するものがあります。

そこに相手の方が、何かを考えて、次の場面を想定して、自主的に行動するということが

ない場合には、非教育的指導と言えます。一言で言えば、結果としての人間的成長が無い

もの、とも言えます。

②「Ｐ・Ｄ・Ｓ」の前に「Ｍ」動機付けが重要、その気やる気が問題

「Plan・Do・See」はよく言われますが、その前に「Motivation」が重要です。要は、そ

の物事に対してやろうとする意志です。あるいは目的に向かって進み、達成しようとする

意志です。これが強ければ強いほど、その後に来るＰＤＳの動きが変わると言えます。

当然問題解決に当たって、発想も変わってくるでしょうし、行動のスピードも変わるで

しょう。つまり同じ過程によるＰＤＳでも、動きの速度が違えば、変化も早くなります。

ゆっくりだったから良かった、ということもあるかもしれませんが、他の産地や経営体と

競争するような場面では、やはり問題解決の速度は重要です。

これは内容によっては知的所有権の確保など、経営の戦略性からも重要な能力と言えま

す。また、その能力が構成員個人に具わるのか、組織の仕組みとして優れているのかなど、

結果を招来する要因を把握しておく必要があります。
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③「８と２」２割が８割を占める、又はその逆、パレートの法則

指導する側の心得として、相手の理解度をリアルタイムに把握しておく必要があります。

そこで、一つの目安ですが、集団に対して何かを打ち出します。それを聞いて理解する

人が２割、実行する人はさらにその２割、そしてやり続ける人がさらにその２割程度、と

考えておきます。つまり、２／１０の３乗ですから、８／１０００となります。

話を理解して実行する、そして実行し続ける人はおよそ１００人に一人、となります。

同様に、世の中の無数の経営体をみても、長く経営が存続している会社は、業界内にはそ

のくらいの確立でしか存在しないのではないでしょうか。もっと少ないかもしれません。

また、仮に何かの話を伝達して理解した人が２割だとすれば、やり始めたら時間の経過

とともに理解してくる人も２割ほどはいるでしょう。では、残りの方はどうかというと、

先程の教育的指導があまり通じない方々となります。

パレートの法則では８：２ですが、指導対象の集団を大まかに見て、３：３：３の比率

にみれば、おおよそ収まるようです。例えば、自ら考えて行動する人達が３割、それに引

かれて行動する人達が３割、常に指示され続けて動く人達が３割、という具合です。

では、残りの１割は何でしょうか。これは、経営者としての危機管理にもなりますが、

組織を離れていく人達と考えておきましょう。あるいは、いつも何らかの反抗的な意思表

示をするメンバーだと考えても良いです。もちろんその中から、革新的なアイデアや行動

が生まれて、経営が大きく変わることもあると、心得ておく必要もあります。

④「思考と行動と結果招来の樹脂型」感性、着眼点が大切、入り口を間違うな

人間が何かの行動するときに、どっちの行動を選ぶかは、その瞬間二者択一で、その繰

り返しで目的に向かって進むそうです。つまり、ＡならばＢ、ＢならばＣ、というように

繰り返して、目的であるＺにむかうのです。ところが、 初のＡをどの様に選択するのか

で、全く違うＺにたどり着いてしまう、その、 初の前提としてのＡをどの様に設定する

のかが感性である、というような意味をある本で読みました。目から鱗です。

発想を変えてやれ、とはよく言われますが、感性が鈍ければ、出てくる発想に大きな変

化は無いということです。つまり、結果はそんなに変化しないということです。満足度の

高いＺにたどり着くためには、それなりの入り口としてのＡを決めていかねばなりません。

様々な情報を集めて判断をする、そして行動するときの判断こそがどのＡを選んでいるか

という事にもなります。当然、多少の運も関わってくることになります。
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⑤「１１０が１００」今は１００の力でも１１０で頑張ると

今年の活動
７

６ 将来の１００％
５

今 ４
年 ３
の ２
１月

12
去 11
年 10
の 9 今の１００％
８月

Ａ

Ｂ

Ｃ

・Ａの線（ここが海面とします）から上は、仕事の積み重ね

・積み重ねる意識がないと、Ａ線から上だけの感激、体験、満足

・日々色々な考え方で積み重ねている人は、それに加えて、Ｂの線から上の面積

・もっともっと頑張っているであろう人は、Ｃ線から上

見かけだけのＡ線から上が良くても、Ｃ線やＢ線の間の部分がしっかりしていないと、

上の方が重くなるとひっくり返る。相手との信頼度を高めたり、話のこつを掴んだり、問

題点などをどの様なレベルで発見できるか、相手に気づかせることができるかなどは、Ａ

線から下がどれだけ大きく深く積み重ねられているのかによる。人間力の強さと言えます。

この絵は去年の８月からの例にしてますが、それはいつからでも良いです。要は、今の

力を１００とすれば、何か困難があったりすると、１１０くらいの力を出さないといけな

いでしょう。ところが、それをやり遂げると、その１１０と思っていた力が、時間がたっ

てみると、１００の力になっている。例えば、 初の１００は１ｍだとすれば、１１０で

がんばった後は、前の物差しでは１．１ｍが今度の物差しでは１ｍになる、というイメー

ジです。上の絵で見れば、年々歳々積み重ねて努力していくと、去年の８月が 初は１０

０の力ですが、１年後には１２倍の大きさが１００になってくる、そんなイメージです。

ですから、自分がやれる範囲でしか仕事をしない、自分の力以上の負荷を全くかけなけれ

ば成長もなく、今の１００の力のサイズのまま時間が経過することになります。
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つまり、経営力、経営の総合力、経営者としての人間力がつかないまま、体が年をとる

ことになるのです。そうなると、力がついていないから、年をとって体が動かなくなった

だけ、もっと外部要因に対してきつさを感じるようになります。モチベーションも下がる

でしょう。ならば、若いときほど負荷をかけておく必要があります。若いうちの苦労は買

ってでもせよ、とは金言そのものです。

（２）指導の方法

①「３と２」三歩進んで二歩下がるが熟練度を増す

１回 ２回 ３回

スタート １歩 ２歩 ３歩 ４歩 ５歩

三歩進んで二歩下がるを繰り返して進んでいくと、スタートから２歩めと３歩めのとこ

ろは、４歩めのところまで進んだときには、三回歩みを重ねたことになります。熟練度が

増していきます。その中には失敗することもあるかもしれませんが、全ては 終的な目標

達成のために必要であると考えれば、何歩でも積み重ねた分は強みに変わります。熟練度

が増せばそれだけ要領や段取りも良くなります。他の仕事も余分にこなせるようになるか

もしれません。

②「ＣＳ」顧客満足度、自分の仕事による相手の満足度は、理解度は

相手のニーズに反していることをいくら伝えても、相手の方は満足しません。当たり前

のことですが、指導の場合は、その場面の後も相手の方との関係性が続きますから、信頼

度が高くない程、ニーズに応える指導やアドバイスをする必要があります。

そのポイントは、相手の方がどの程度理解できているのかとなります。例えば、話をし

ている時に、相手の方の表情や受け答えから判断します。何を判断するかというと、相手

の方がこちらの話す内容を、自分の仕事をする場面として具体的にイメージできているの
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か、ということです。話を聞きながらその話の内容を、自分の圃場や牛舎の中で作業する

自分自身に置き換えて想像できているかということです。

これは、話を伝える側にその経験則があるか無いかでかなりの差が出てきます。ただ単

に話だけで伝えるのか、どれだけ例えや具体的な話に噛み砕いて伝えることができるかの

違いにもなります。

話を聞いた側が単に解ったと思うだけか、腑に落ちて納得して、自分のこれまでとの違

いなどまでを理解するのか、など、その指導やアドバイスに対する満足度が違うというこ

とにもなります。この満足度の違いや理解度の違いは、次の学習場面に対するモチベーシ

ョンの違いにもなります。

研修会の場などでは、 初のつかみが肝心なのは、これに繋がることでもあります。

③「指導の成立」指し示し導くとは

教育的指導と非教育的指導の違いとは少し違うかもしれませんが、「指導」すると、相

手の方がそれに従って行動するようになります。その行動をこちらの指導通りにやるほど

に、こちらの指導には責任が生じてきます。

ところが、指導通りにやってその結果変化が生じて、目的を達成することができたとす

れば、それは導き、導かれたことになります。

色々なアドバイスや指示をして、やらせてみてその結果がどうなっていくのか。その積

み重ねが組織内であれ何であれ、ノウハウの蓄積などに繋がります。指導という言葉は、

行政機関などでは簡単に使われますが、本当に責任ある指導とはどういうものなのか、経

営者として人材育成する上では常に意識しておかねばなりません。

自分に自信がない指導など、単なるインフォメーションの情報提供程度でしかないので

す。相手のとの信頼関係において、信念を持って発せられる言葉は、何でもないようなこ

とでも時として相手の方の意識に地殻変動を与えて、大きな行動の変化を生じさせます。

その後、両者間にはより強固な信頼関係が生まれてきます。この循環を繰り返しながら、

経営者とその周囲の人間関係が構築されるとすれば、非常に強い柔軟な組織が作られるこ

とでしょう。


