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伊那食品工業について教えてください
大谷：御社については会社概要や、御社を取り上
げた書籍等で存じ上げておりますが、あらためて
塚越会長から、伊那食品工業をご紹介いただけま
すでしょうか。

塚越：当社は 1958 年に設立され、従業員は約 500
人です。「伊那寒天」「イナゲル」「イナショク」な
どの業務用寒天製品や、「かんてんぱぱ」ブランド
の家庭向け寒天製品等を製造・販売しています。
本社、工場はここ長野県伊那市にあり、支店や営
業所は東京など計 8 カ所に展開しています。私が
入社した当時の社員は十数人で、事業も大赤字で
した。私は「社長代行」として入社しましたが、
その頃は何の経営資源もなく七転八倒しながら努
力して、なんとかここまでこられたと思ってい 
ます。

大谷：本日はこの間の塚越会長のご努力や、会社
経営に対する思いについて話をお聞かせいただき
たいと思います。

「いい会社」、「一流」とは
大谷：御社は、「日本でいちばん大切にしたい会社」

（坂本光司氏著）に取り上げられました。社是には
「いい会社」を掲げておられます。まだ規模の小さ
な時代から、今日のようになるまでに幾多のご苦
労があったものと思いますが、この間、一貫して「い
い会社」にこだわってこられました。塚越会長の
おっしゃる「いい会社」についてお考えをお聞か
せください。

塚越：私は社外の方から、「伊那食品工業はいい会
社だ」と呼ばれたいと考えています。別に「良い
会社」という表現がありますが、意味するところ
はかなり異なっています。「良い」という表現には、
学校の成績の「優・良・可」のような、会社で言
えば売上や利益のような数値の優劣を感じます。
社員、地域、取引先の方から「いい会社」と呼ば
れるには、会社が儲かっているだけでは足りませ
ん。社員、地域、取引先が皆、幸せにならなくて
はなりません。私は「いい会社」と言われること
を目指しています。当社は同時に社員に対し、「一
流」を目指せと言っています。「一番」ではありま
せん。
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大谷：「一流」と「一番」ですか。

塚越：「一番」というと序列や順位に対する意識が
強くなります。「一番」になるには、他者より抜き
んでなくてはなりません。「一番」は一人のみです
から他者に勝たなければなりません。これに対し
て「一流」は「一流」であればよく、他者を蹴落
とす必要がないのです。競争では必ずひずみが生
じます。ひずみが生ずると最後は企業の不祥事に
つながります。最近では大手自動車メーカーで環
境基準に関する大きな不祥事が発生しましたが、
まさに無理して「一番」を目指して起こってしまっ
た不祥事だと思います。「一流」を目指すというの
は「どうあるべきか」を考え、それを実行するこ
とです。そうするとおのずと結果はついてきます。

「一流」は何社あっても、何人いてもいいのです。
「一流」と「一番」は大きな違いです。ただし、「一
流」を目指すには常に上を向いていなければなり
ません。それは「末広がり」ということでもあり
ます。

大谷：「末広がり」と関連して、御社は「着実な低
成長を続ける会社」を掲げておられます。大きな
成長ではなくて持続する低成長を目指しておられ
ます。

塚越：そうです。ずっと広がっていくわけですか
ら縁起がいいです。そこには夢や希望があるし、
幸せな形です。少しずつ伸びていく単純な経営で
す。伊那食品工業に私が入社した時はまさにゼロ
からのスタートでした。むしろ借金の分だけマイ
ナスからのスタートともいえます。でも人間は最
低からスタートした方がいいのです。最もいけな
いのはかなり高いところからスタートして最低に
なってしまうこと。これは不幸と言わざるを得ま
せん。これらをひと言で言い表したのが「年輪経営」
です。年輪は少しずつ輪を作っていきます。企業
経営にとって急成長は必要ないのです。成長を続
ければ地域の税収にもつながります。

目指す社員像
大谷：本日は御社の本社にお伺いしましたが、敷
地やオフィスは広々としていますし、社員の方に
も余裕が感じられました。伊那食品工業の目指す
社員像についてお話をいただけますでしょうか。

塚越：まず、うちの社員はみんな仲がいいです。
本当に仲がいい。言葉を換えれば、コミュニケー
ションがよく一枚岩です。一枚岩であると計算で
きないようなパワーが出ます。会社が強くなりま
す。三本の矢がその例えです。

大谷：御社のオフィスの柱に、「Your small change 
makes big change.」と貼ってありました。とって
もいい言葉だなと思います。

塚越：小さなことでもいいので少しずつ変えてい
く。大上段に振りかざす必要はありません。これ
を毎日やっていると、大きなイノベーションにな
る。中小企業でも大企業でもこの「変わる」とい
うのが大事だと思うのです。万物変わらないもの
はないのです。一瞬静止しているように見えても
みな絶えず変わっています。「変わる」というのは
とても重要ですが、実際はなかなか難しい。人間
というのはやはり本能的に「変えない」方が心地
いいのです。現状維持です。でも世の中は次第に
変わっている。そこで会社が世の中と乖

かい

離
り

したら
駄目なのです。社員全員とはいかなくとも会社トッ
プ、特に役員はそのような意識を持つ必要があり
ます。

大谷：御社のように社員の仲がよく、コミュニケー
ションがとれているとすれば、どんなことでもス
ムーズにいくのではないでしょうか。

塚越：その点は当社の得意なところだと考えてい
ます。何かを社内で徹底する時でも、特別な会議
をするとか、貼り紙をベタベタと貼ったりする必
要はありません。月 1 回の全体会議で「こういう
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ふうに変わりました」とか、「こういうふうにして
ください」といえばそれで全員に徹底できます。

例えば、当社の社員の多くはマイカーで出勤し
ますが、当社の敷地に入る時は左側から来た車に
は、右折を禁止しました。社員以外の後続車両に
迷惑がかかりますから、遠回りして左折で入りま
す。今は全員が徹底しています。誰もが守ってく
れるのは、手前みそですがたいしたものだと思っ
ています。

その会社の価値、人の価値はまず人に迷惑をか
けない、これが最低ラインです。プライベートで
も同様です。マイカーの例ですが、スーパーマー
ケットや病院の駐車場では一番遠いところに止め
るように促しました。近くから止めると他の人が
遠くに止めなければなりませんから。レストラン
では食事が終われば食器類をまとめておき、片付
けやすいようにする。社員はみな実行していま
す。居酒屋でも同じです。うちの社員はすごいで
すよ。

大谷：駐車場では健康な人は遠くに止めて、そう
でない人に配慮することが必要ですね。家庭のし
つけの延長ですね。

塚越：今の社会は学校でのしつけが足りないので
す。大学に進学させたり、いい会社に就職させた
りするための教育だけが教育ではありません。い
い日本人をつくるのが教育現場のあるべき姿で

す。当社の社員には、自分の子どもたちには、「勉
強しろ」とか、「こうしろ」など言わなくてよい、
子供のころには、「人に迷惑をかけてはいけない。」、
そして子どもが成長してきたら「人の役に立つ人
間が一番立派だ」と言いなさいと言っています。

大谷：簡単なことのようですが、できていない人
が多い。

塚越：昔の親は賢かった。学問がない人でも人と
しての道を子どもに教えました。それが人間をつ
くる元です。今はその点がすごく不足していると
思います。

処遇制度について
大谷：御社は、年功序列的な処遇を採用しておら
れます。

塚越：評価する人によって、「あいつは A だ」「い
や、俺はそうは思わない」というような議論はも
うやめて、年を取ったらその人の給料が上でいい
と考えています。行き過ぎた能力主義や成果主義
では、短期的な数字ばかりに目が行ってしまいま
す。また、会社全体の協調より自分の成果が重要
になります。それでは「和」は保てません。社員
全員が一枚岩である時に会社は最大の力を発揮し
ます。また、年功序列はある程度社員の生活を保
障することになります。その安心感が子供を増や
すことにつながります。当社の社員は、平均する
と子どもが 3 人ぐらいはいます。少子化相とか政
府の政策よりもこの方が重要だと考えています。
経営者が社員の生活を安定させれば、少子化はお
のずと抑制できるのです。ただ、年功序列とはいっ
ても当社にも抜てき人事はあります。誰がみても
優秀な人はやはりいるわけで、そのような人は若
くても抜てきします。

大谷：社員旅行も実施されていると伺いました。

特別企画／新春対談
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塚越：44 年前から社員旅行は 1 年おきに国内と海
外で実施しています。何回かに分けてほぼ全員が
参加します。旅行先では少なくとも一度は全員参
加の宴会をやって、上から下まで交流します。海
外旅行は 1 回につき 1 人 9 万円を会社が負担する
ので、4 千万円以上の出費になりますが大きな負
担とは考えていません。当社では、賃金に加えて
福利厚生費などの人件費を支出することは会社の
目的そのものと考えているからです。そのような
こともあってか、当社では、「私は会社が嫌で辞め
ます」というケースはほとんどありません。みな
仲がいいのです。

会社の在り方
大谷：人件費は会社の目的とのお話でした。日本
でも欧米企業同様、主眼を株主第一主義に据え、
短期の利益追求、事業拡大、ROE 向上などを目指
す経営が一般的になってきました。少子高齢化の
進行、IT 化やグローバル化の進展など、日本企業
を取り巻く環境は大きく変化していますが、日本
における今後の企業経営の在り方をどのようにお
考えでしょうか。

塚越：日本の 1 人当たり GDP はご存じですか。
意外に知られていないのですが、今や世界 27 位
で、相当落ちてしまいました。貧困度だってかな
りのものです。日本が何でそんな国になったかと
いうと、大企業の従業員はいいのですが、大企業
が伸びるためにその犠牲になっている会社も少な
くありません。そうすると、世の中の大多数は中
小企業ですから、これらが貧困の原因になってき
ます。また、大企業は収益の多くを海外に投資し
てしまうので国内が豊かにならない。投資をする
のは、会社は伸びていかなければならないと考え
る経営者が多いからです。会社は伸びることだけ
が目的ではないのです。いかに世の中をよくする
とか、みんなを幸せにするのかが目的なのに、利
益と成長で株主に報いることが経営と考えている
のです。「会社は株主のものだという単純な考えは

原理資本主義だ」と言う人もいますが、私はその
とおりだと思います。

大谷：私どもの親会社である東レの日覺社長も、
東レは創業以来、企業は社会のものであり、社会
の公器であるという考え方で経営を続けてきたと
強調しています。行き過ぎた「株主資本主義」に
は疑問を呈し、「公益資本主義」という考え方を大
事にし、社会にとって有用な会社であることが企
業のあるべき姿だと常々言っております。

塚越：それは素晴らしい。なぜかというと、みん
なが幸せにならなきゃ人間の営みの意味がない。
その公益資本主義は数値化して表すのは難しいで
すが、例えば社員が辞めないとか、実質的な給与
が年々上がるとかいう指標で確認することはでき
ると思います。

大谷：会長の著書の中で、「費用というのはよその
会社の売上だ」というフレーズを見ました。

塚越：日本中が経費節約ばかりやっていたら景気
がよくなるわけがありません。それなりに使えば
いいのです。会社がもうけたお金は社会に還元し
なくてはなりません。できればそれは日本国内に
おいてです。
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社員教育について
大谷：社員の方はボランティア活動を積極的にさ
れているそうですね。

塚越：ええ、例えば会社の敷地の掃除は皆、始業
前に出社して誰となくやっています。土曜日や日
曜日にも何人か来ているようです。だれも監督は
していません。こうしたいろいろなアイデアは私
が出しています。やってみて、「確かにそうだな」
と社員に思ってもらったらあとは楽です。言うこ
とが間違っていない限り社員は素直についてきて
くれます。

大谷：そのために経営者は社員よりもずっと勉強
しなくてはなりません。

塚越：スキルだけではなく人間的な勉強をしなけ
ればなりません。経済雑誌や、新聞を読んだりす
ることでは得られません。経済誌などは、経営の
実体験がない人が書いているのがほとんどなのに、
活字になるとみんなうのみにしてしまう。

古典的といえる書物に役に立つものがありま
す。例えば二宮尊徳とか、松下幸之助とか、本田
宗一郎とか、いっぱいありますよね。「道徳なき経
済は犯罪であり、…」は二宮尊徳の言葉ですがい
い表現です。渋沢栄一の「論語と算盤」も言い得
て妙です。今の日本には評論家が多すぎます。経
済学の大学教授だって大勢いますが世の中よくな
らない。常に長期的な視野を持つという意味で、
二宮尊徳の「遠くをはかれ」も感銘を受けた言葉
です。ここから少し行ったところに石碑を建て、
その後ろに「遠きをはかる者は富み、近くをはか
る者は貧す」と刻みました。「遠くをはかる」者は
100 年後のために杉を植える。「近くをはかる」者
は秋に実ると分かっていても植えない。刈り取る
ことしか考えません。

もう一つ感銘を受けたのは「道をしろ」です。
この世に生を受けた人間は学び、道を知らなくて
はならない。それが、人間が生まれてきた証しで

す。経営者はどうあるべきか、医者はどうあるべ
きか、政治家は、銀行家は、労働組合は、となっ
て、自分のあるべき姿が分かってくる。分かった
ら、つまり「学んだら」次は「道をしろ」そして「必
ず行え」というわけです。これは厳しいですよ。

大谷：理屈が分かっても実行することはそう生易
しいことではありません。御社は事業としての結
果もしっかり出しています。

塚越：社員を幸せにするのがあるべき姿ですから、
実行するのは経営者としてそう難しいことではあ
りません。もちろん、私も経営者としての一定の
スキルは勉強しました。職業意識として当たり前
ですから。ところが、世の中にはそのスキルだけ
勉強して「どうあるべきか」を勉強しない人が多
いのです。

大谷：素晴らしいですね。会長は 1958 年以降長
く経営に携わってこられましたが、そのような思
想をお持ちになったのはいつ頃でしょうか。

塚越：自分の育った境遇があまりにも貧乏で、若
い時に病気を患ったこともあり、結構早かったか
と思います。最初に読んだ本は出光佐三氏の「働
く人の資本主義」です。1969 年のことです。強く
影響を受けました。

利他とは
塚越：「利他」というのがあります。利他というの
はいい形でみんなを幸せにして、結局自分のとこ
ろへ跳ね返ってくるという精神です。そういう思
いで経営をすれば下請けの会社も潤うし、社員の
みんなも幸せになるのですが、現実は言葉は悪い
ですが「我利」が多い。利益を最大化したらそれ
だけで優秀な経営者だと思っている。

大谷：利己主義ですね。

特別企画／新春対談
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塚越：自分中心主義です。安売りという発想は自
分さえよければいいという発想です。安く売るに
は安く仕入れなければならない。今の世の中、今
さえよければいい、利益さえ上がればいい、自分
さえよければいいという人が多い。思いやり、優
しさがないのですよ。「優秀」という単語がありま
す。「人を憂うことに秀でた人」と書いて「優秀な
人」となります。思いやりに優れた人のことを優
秀な人ということだと考えています。

私は「忘己利他」を言っています。己を忘れて
他人を利する。もちろん、そんなに簡単なことで
はありません。自分自身の明日の生活にもきゅう
きゅうとしている状況ではなおさら難しい。でも
人はだんだん成長して余裕が出てくればできるよ
うになってくる。

ある有名な経営者が「経営者になるためのノー
ト」という著書を出しました。私は、「企業の目的
は、みんなの幸せを考えることだ」「利益はその手
段にすぎない」と書きました。その経営者も同じ
ような考えを持って、自分で「これだ！」と思っ
たことを本当に実行したからすごいのです。その
方は社員の正社員化を進めている。世の中、正社
員化していかないと労働力を確保できないし、優

秀な人も集まらない、会社の力を発揮できない。
今、世の中では非正規社員の正社員化が進んでい
ます。ようやくそうしたことが理解されてきたの
だろうと思います。

ファン作り
大谷：「かんてんぱぱガーデン」には多くの地元の
方や観光客が来場され、まさに御社を体感できる
場になっていると思います。どのようにしてこう
した一般顧客向けの施設を充実させるお考えに
至ったのでしょうか。

塚越：一言で表現しますと「ファン作り」です。
昼間は完全にオープンにして出入り自由にしてい
ます。紅葉の見ごろの時期には、観光客も含め多
くの方が来場します。公園にある水くみ場では地
下 130m から水をくみ上げています。近隣などか
ら多くの方が水をくみに来て行列します。もちろ
ん無料です。電気代は当社の負担ですが、構わな
いと思っています。公園として開放していますか
ら。多くの企業が自分の敷地でこのような地域貢
献ができると、日本にもいい街が増えるのではな
いかと思います。
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大谷：公園内にはレストランのほかにショップも
あり、寒天関連のいろいろな商品を販売していま
す。休憩コーナーではデザートなどの試食が提供
され、多くの人がゆっくりしていました。

塚越：やはり、当社の商品を知っていただかなけ
ればなりません。敷地内には歩道橋や私道を整備
して、通学路に使ってもらったりしています。そ
のような社会貢献をすると、地域の方が感謝して
くれますし、親戚の方など大勢のお客様を連れて
きてくれます。そうするとファンが増えます。要は、
味方をつくることが大事です。武田信玄も家臣や
領民を大事にしていました。「人は石垣、人は城」
です。中には敵ばかりつくる企業もありますが、
それでは長期的な繁栄はできません。従業員はも
ちろん、仕入れ先も、地域社会も、観光客として

訪れていただいた方もみんな味方でありファンに
なってほしい方々です。

大谷：最後に塚越会長から、日本の経営者として
のメッセージを出していただけますでしょうか。

塚越：数値を追うのではなく、どうあるべきかを
考えたい。国としてどうあるべきか、企業として
どうあるべきか、そして自分はどういうふうにやっ
たら良いか。

みんなが考えることで、日本は必ずよくなると
思います。

大谷：私も経営に携わる者の一人として、肝に銘
じたいと思います。本日は、貴重なお話をお聞か
せいただき、ありがとうございました。

特別企画／新春対談




