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ヶ月分のボーナスが付く。昇給は毎
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年１万円。良くも悪しくも仕事振り

ベッドの下にレールを敷き、移動式
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も、このシステムの中にはパートの

っても、後は『ビニールハウスで経

その時点で退職金を支払う。今、各
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進め、現在は、ハウスの端にあるベ
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験と勘だけで何とかしろ』では寂し

年まで。
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機も開発した。茶の摘採機のレシプ

さらに、ベビーリーフなどの収穫

彼らも将来に夢を持てる」

というような思いを共有できるから

いよ。ともに時代を切り開いている

立させた。多くの経営者からすれば

その退職金を資本金の一部にして独

農場の代表者や役員になった人々は

かなり思い切った制度だろう。
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須藤は、恵まれた賃金制度を作ろ

うとしたわけではない。経営者にな

る人を育てるためのシステムなのだ

という。水耕農場であれば季節の流

い時給を払えば人は働くわけではな

次世代を育てる仕組みだという。高

てきたのはパートの労務管理であり

須藤が経営の中でもっとも苦労し

い。入って

と思っているなら未来は見えてこな

られた時間だけ働けば給料を貰える

のであれば、どんな業種であれ決め

が、その人が経営者になろうと言う

れに支配される露地の農業とは違う

い。職場をリードできる人材を発掘

残るべき人が選ばれていく。
が良いと須藤は言う。でも、仮に優

作り、自らは細部の指示をしない形

せ、彼らが育つさらに大きな器作り

新しい時代の中で育った若者に見

須藤は今、自分では叶わない夢を

ところで、前回のルポが掲載され

れた人がいても、周りが引きずり降
さらに、社員採用の人事システム

た号の特集タイトルは「夢の見かた

に夢中になっていた。
に関しても、須藤独自の他では聞い

教えます」だった。

（昆 吉則）

たことのない方法を取っている。
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日で辞めた人を含めて
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くは山梨県にある農場を含めて、各

らせることで、機械収穫を可能にす

10
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水 耕野 菜生 産の枠を超え
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の観光農園づくりへも事業
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向けイベント。農園で会員
が作った野菜を使った料理
教室。講師は料理研究家の
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