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特別対談 作家石田千氏VS上田社長
特集 エコソリューションビジネス
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ひとりに寄り添う
ものがたりを
上田　石田さんは企業に勤められたことはあるんですか？
石田　残念ながらありません。学生のとき作家の嵐山光三
郎さんの事務所でアルバイトをし、そのまま就職しました。
上田　では最初から作家志望で？
石田　いえ、最初は出版社を志望していたんです、本を作
る仕事がしたいと漠然と考えていました。まさか、自分が
書く方に回るとは思っていなかったですね。ところで、今
回撮影してくださっている石井孝典さんは、＊1『唄めぐり』
という民謡を訪ねる本でもご一緒していたんです。
上田　そうなんですか。これ面白いですよね。読んでいる
と、本当に民謡って歴史があると感じるし、これだけ民謡
を伝え残そうとしている人がいることにも驚きますね。
石田　心強いことですね。『唄めぐり』は、震災直後からは
じまった仕事でした。まだ毎日が不安定なころで、昔の人
はこういう状況をどうやってしのいだのかなと古典を読み
直したりしているうちに、人の言葉や考えが今もわかりや
すく残っているものは何かなと考えるようになったんです。

それで、民謡なら日本中にあるし、困難を乗り越えていく
力の源のようなものがこめられているんじゃないかなと。
上田　なるほど。民謡の中に、生きていくためのヒントが
あるんじゃないかということですね。
石田　そうなんです。福島では、多くの民謡に出会いまし
た。盆踊りや行事は、集落をまとめる力になっていて、つ
らいときにこそ集まって乗り越えていこうと鼓舞する場だ
ったとうかがい、やはりそうだったんだなと思いました。
上田　僕は福岡の北九州生まれなんですが、『小倉祇園太
鼓』という、映画『無法松の一生』にも出てくる有名な祭
りがあって、あれも飢饉があって生まれたんですよね。た
ぶん北九州だからこそあの威勢のいい太鼓がうけたんだろ
うし、他の地域なら違ったかもしれない。その場所に暮ら
す人たちの感性も祭りの中に残っているんでしょうね。
石田　そう思います。＊2『家へ』という小説が生まれたの
も、じつは震災がきっかけなんです。書き始めたのは三年
前ですが、復興がなかなか進まず、疲れといらだちだけが
報道されていますが、福島で起こったことを共有するの
は、とてもむずかしい。心配はしているけど実感は遠い。
日本が分断されてしまったように思ったんです。それで、
不安や喪失、そのさきのことをみんなで感じることはでき
ないものかと考えました。
上田　そうだったんですか。
石田　じっさいの震災や原発事故をテーマに書く作品はこ
れからも出てくる。もっと身近なこととして追体験できる
ものを書きたくて。怖さだったり悲しみだったり散り散り
になってしまった人たちを、自分の町内で起きたことのよ
うに引き寄せて考えられるようにしたいなと思ったんです。
上田　ではこの作品は、震災の前ではうまれなかったと？
石田　そうですね。私の小説があまり売れない理由の一つ
でもあると思うんですが、なるべく少ない人の方に行きた
いと思ってるんですね。個である人の闇や喜びといった気
持ちに寄っていくようなものを書きたいと思っています。

人との縁から
着想が生まれる
上田　スランプになることはあるんですか？

石田　長い物を書き終えた瞬間は、もうだめかもしれない
と思う時があるのですが、不思議なもので、そういうもの
に限って終わるとまた次の山が見えてきます。
上田　書いている途中で、これはもっと材料になるなとい
う発見があったりは？
石田　はい。何かを書いていると、言葉が言葉を呼ぶとい
うか、調べなくてはいけない場所のことを考えていると、
人を介してそこにとても詳しい人に会えたり、埋もれてい
た資料に出会えたりすることがあるんです。全身で書いて
いるうちに、普段と違う集中力が不思議と縁をつないでく
れるんじゃないかなと思っています。
上田　ビジネスも何もないところから突然降ってくるもの
はないんですよ。ビジネスの生まれ方には二つあって、一
つはこれまでの経験の中からやれるものだったり、もう一
つは人や世間から与えられるものだったりしますね。
石田　あ、それは小説も同じです。たとえば、人から与え
られるものには書評やエッセイの仕事がありますが、それ
はある程度数をこなすことで、このくらいの期間で読んで
書けるなという経験で対応できます。あとは、スタッフの
存在がとても大切ですね。
上田　ああ、なるほど。
石田　本を作る作業というのはリレーみたいなもので、原
稿を書く人が第一走者だとすると、編集や校閲の方、印刷
屋さん、デザイナーさんとの共同作業で本になり、最終的
に書店さんに並ぶんです。ですから、そのリレーを信頼で
きる人たちとつないでいけるかどうかは、とても大切です。
上田　では、みんなで対話しながら作り上げていくと？
石田　そうです。長い物ですと途中で編集者の方と会っ
て、助言をもらうことも多いですね。なので、作家はそん
なに孤独な作業ではないと思っているんですよ。

本誌初の対談企画にご登場いただいたのは、
やわらかな眼差しと揺らぎのある筆致で
高い評価を集め、芥川賞候補にも選ばれた
作家の石田千さん。
物語を生む作家と、事業を生む経営者
―異なるようで重なる立場のお二人に、
その仕事観を語っていただきました。

石田 千（いしだ・せん）
1968年福島生まれ、東京育ち。國學院大學文学部卒業。
2001年『大踏切書店のこと』で第一回古本小説大賞受賞。
『月と菓子パン』『きつねの遠足』『夜明けのラジオ』『唄めぐり』
などのエッセイ・紀行文の名手として知られるほか、2011
年『あめりかむら』・2012年『きなりの雲』・2016年『家へ』
で、それぞれ第145回・146回・154回芥川賞候補。筑摩書
房のサイト「webちくま」にて『オトナノオンナ』連載中。近
著に『からだとはなす、ことばとおどる』（白水社）。

＊1『唄めぐり』（新潮社）
『芸術新潮』での約三年にわ
たる連載を書籍化。北海道
から沖縄まで、各地で歌い
継がれてきた25の民謡を
石田さんが訪ねた紀行文。

＊2『家へ』（講談社）
新潟の小さな町を舞台に、
彫刻家志望の青年の彷徨と
静かな旅立ちを描いた青春
小説。生活の匂いやさりげ
ない食事の描写も心を打つ。



4 5

上田　創作も周りの支えが不可欠なんですね。なんとなく
作家は身から絞り出すようにして書くイメージがあったけど。
石田　執筆じたいはそうかもしれないですけど、誰かに向
かって書いていく仕事なので、そういう意味では孤独では
ないですね。いつも皆と作っているという感覚です。
上田　ビジネスの場合も、人との縁の力が大きくて、大体
それで生まれるんですよ。たとえば、我が社が手がけてい
るハラルビジネスは1000兆円の規模があるといわれてい
る。そんな大きなビジネスになぜ参入したかというと、僕の
自宅の隣人が偶然そのビジネスをやっていたからなんです。
石田　まあ！
上田　挨拶を交わす程度だったんだけど、あるとき、うち
の奥さんが隣の奥さんと話をしていて、僕が商社勤務で肥
料などを扱っていると言ったら「ハラルビジネスに興味は
ありますか？」って聞かれたんですよ。僕はそのビジネス
をよく知らなかったんだけど、周りの人に相談したら、面
白いんじゃないかって言われて、それでやってみようと。
石田　すごい展開ですね。
上田　これももし隣の人と喧嘩していたらこんな話にはな
らなかっただろうし。だから、日頃の人付き合いは大切で、
周りにいい人だなと思ってもらう方が得かなと思うんです。

師という存在の 
ありがたさ
上田　我が社が扱う分野はとても広くて、今は1000種類
の物を扱ってるんです。当然わからないこともあるので、
会議ではわかっているふりをしてるんですけど（笑）。です
から、人の話を肯定的に聞くことが大切だと思いますね。
石田　人の話を聞くことの大切さといえば、私は嵐山さん

の助手をしていたことが一番財産になっていると思います。
上田　なるほど、師匠の存在ですか。
石田　はい。圧倒的な師匠がいるということは、おごらず
に生きていくためにもありがたい環境だったなと。ですの
で、自分が独立したときに若い人たちが自分のために働い
てくれるのを逆の立場から見られるようになったり、反対
に目上の方が仕事ぶりを気にかけてくださる時は本当にあ
りがたく感じています。
上田　僕も能楽を習っているので、師匠はいくつになって
も師匠ですね。もう何十年も続けているので、そういう考
え方は自分の支柱のどこかにあったりしますよ。
石田　お稽古ごとというのは、“わからないことがある自
分” に気づかせてくれますね。そういう部分も、先ほどお
話に出た、人の話を聞くという謙虚な姿勢にあらわれてい
らっしゃるんじゃないかなと思いますけど。
上田　そうだといいんですけど。どんな人にもその人だけ
の経験があって、特に長く続けていることに対しては、そ
れがどんなことでも耳を傾ける価値があると思います。
石田　はい、ほんとうに。
上田　たとえば、基本的にビジネスはお金を儲ける手段を
考えることですけど、日本も外国も関係なく、快適な生活
をしたいという願いにビジネスとしてどう応えていくかと
いうことですからね。宗教や言葉の違いはあるけれど、人
間を相手にする以上、信頼関係を作ることが一番大切です。
石田　たしかに、人との間に境をつくるのは自分自身なん
ですよね。仕事柄、今日のようにまったくの初対面の方と
長くお話する機会もありますけど、知らないということを
なるべく面白がる、ということが大切かなと思います。
上田　それが一番肝心ですね。こっちが興味があると思え
ば、たぶん向こうからもいろんなことを教えてもらえる
し。だからビジネスも、第一印象で決まっちゃうんです
よ。これは一緒にやれるなと思えばずっと続きますしね。
石田　言葉のいらない “気” 同士の出会いでしょうか。
上田　そうですね。だから初対面の方に会う時は、今日の
ように笑顔を心がけています。
石田　笑顔、大事ですね。四月から大学で、学生さんたち
に講義をするんです。自分が親しんできた文学が新しい人
の目と心にどう響くのか聞いてみたいと思っています。

上田　素晴らしいですね。先ほどの助手時代のご経験の話
ではないですが、生きていると、あの時あの先生からこん
な話を聞いたなっていうのはどこかで覚えていますよね。
石田　はい。もちろん大学では色々な知識を与えていただ
いたんですけど、今おっしゃったように最終的に残ってい
るのは先生のひと言だったり姿だったりしますものね。
上田　叱られてばかりだった僕でさえ、自分の担任の先生
が誰だったか今も覚えていますからね。何かを一生懸命学
んでいた時間というのはそれだけ印象深いんですよね。

自分の役割を 
演じきること
上田　先ほど能楽の話が出ましたが、僕は美しいものを観
たいという欲求が強くあるんですよ。人間が作り上げて長
く続いてきたものには、必ずそこに美があると思うんです。
石田　芯に美が。
上田　それは会社も同じだと思うんです。ただお金を儲け
るだけでは美しくない。きちんと筋道を立てて稼ぎ、会社
としての美しさにもこだわりたいと思っているんです。
石田　私の場合、今まで生きてきた中で振り返ってみる
と、美しいということと善いということは近いときが多い
んですね。ですから、自分にとって善いと思われること、
美しいと思われることについてはつねに考えます。
上田　石田さんは、人間の本性って何だと思います？
石田　私は、自分の本性は他者にあるように思います。だ
から、最後まで自分が何であるかをつかむのは難しいのか
なと。自分では見えないものなのかもしれない。
上田　ある人が言っていたんですけど、人間に最後に残る
のは “怒” だっていうんです。だから、人間は、“怒” という
か “エゴ”というか、その塊だと思っているんですよね。
石田　怒りですか。
上田　つまり、自分のエゴを見せないように鍛錬すること
で人は成長していくんじゃないかなと思うんです。今日
は、新ケミカル商事の社長として来ていますが、同時に僕
は誰かの友人でもあるし夫である。だから僕も本質的な自
分というものはないと思っていて、それぞれに応じた役割
を果たしていたいという思いが基本にあるんですよ。
石田　私も作家という役割を演じているのかもしれませ
ん。事実、大変なことがあっても、それをとことん見つめ
きって書いておこうという視点があることで、絶望しきら
ずにいられるように思います。自分の感情にお構いなしに
自然界ではいろんなことが起きるから、役割を演じること
で自分を保つ大切さは強く感じますね。
上田　僕も、社員にとってはいい社長でいたいですね。能

楽ではないけど何にでも様式美があって、仕事においては
特に自分の役割を演じることが大事ではないかと思います。
石田　つねに役割を演じていらっしゃるから、美しいもの
を見て内面をニュートラルに保っていらっしゃるのかも。
上田　それはあるかもしれないですね。それに役割の話で
いうと、会社は社員の集合体ですから、一人一人の力量や
役割こそが大切。そのためにも社内にスキルアッププラン
（自己研鑚制度）を作ったんです。サラリーマンも個人とし
て自立する努力が必要なんですよ。
石田　今のお話は、先ほどの “怒” のエネルギーを、様々
な経験や出会いによって、いい方向に生かせるようになっ
ていくことでもあるのかなとも思いました。
上田　たしかに。自分の “怒” を自分で躾け直していくこ
とが人生のように思います。だからこそ作家の方がすごい
のは、その人間を描くお仕事なわけでしょう？ 何をもっ
て人間というのかは永遠のテーマですよね。
石田　そうですね。一生かかって何かこれはという作品が
できるかどうかわかりませんけど、それをやるのが自分と
しては一番続いている仕事なのでしょうがないですね。
上田　ぜひ書き続けてください。
石田　ありがとうございます。今日はまったく違う世界の
方とお会いする気持ちで参りましたが、やはり仕事という
のは共通するところはあるんだと感じました。
上田　そう思います。周りに大切な仲間がいて一つのもの
を作り出すということでは同じ作業かもしれませんね。
石田　社員の方々の個人としての自立ということまで社長
さんが考えている会社というのは、とても風通しがいいな
と思いました。
上田　すきま風だらけかもしれないですよ（笑）。今日は本
当にありがとうございました。

編集協力／白井いち恵　写真／石井孝典
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厳しい
平成28年度の環境
世界、日本の経済が大きく揺れ動き、当社を取
り巻く環境は非常に厳しいものとなりそうです。

3年目を迎える
NCT-26
この2年間は一丸となって頑張ってきましたが、
3年目はその成長の可否が問われます。

3事業部体制の
確立
既存営業部門の意思決定を迅速化します。

平成28年度の
計画の特色
現行のプロジェクトを推進します。
また、当社独自のビジネスを立ち上げます。

平成28年度
経営方針

今年は勝負の年！
NCT-26貫徹に必須の売上高700億円をめざしましょう。

進化を止めることなく、平成28年度も、
さらなる飛躍をめざします。

 2016年
スローガン 前進
当社は、

「社会に認知される会社」
を目標とするNCT-26の達成に向け、

前進Go Ahead！あるのみです。

平成28年度は、

NCT-26の達成に向け、
重要年度となります。

売上高の目標は700億円です。

企画パート活用で
戦略的に組織を運営します。

事業部へ権限を移譲します。

人事評価・与信管理・教育・CSR

社会に認知されるビジネスとして、

ASEANプロジェクトの成功
を目指します。新たに、

エコソリューションビジネス
を立ち上げます。

各役員は、平成28年度の計画達成に向け、率先して危機感を持って
自らが行動を起こさなければなりません。部門ごとの目標を明確にし、
収益向上を確実なものにすべく、平成28年度も前へ前へ、挑戦します。

役員の決意

上田社長 新規分野へのビジネスに踏み出します。

宮永副社長
富岡取締役 日本一の建材商社へ向けてあらゆる可能性に挑戦します。

和久田副社長 コークス・肥料の収益基盤強化に努め、支店の
独自性を高めます。

鮎川常務 成長を牽引する管理部を作り上げます。

辻取締役 ASEANプロジェクトを成果に結び付けます。

油嶋取締役 アジアワールドの視点から化学・樹脂を成長させます。

株式会社灰孝本店
山内社長 新規事業へ取組み、「HAIKO CSR」を策定します。
株式会社アイ・エル・シー
乾社長 新規分野（ハーフPC、置き床）を開拓します。

みらいアグリ株式会社　
平木社長 新規開発案件を収益化し、肥料事業の中核会社を目指します。

日興ケミカル株式会社　
吉﨑社長 新規商品を積極拡販し、情報の共有化と対応の迅速化を図り

ます。

新化実（上海）貿易有限公司
油嶋董事長 黒字化必達、営業範囲を見直して新規商材を取扱います。

新凱美塑料香港有限公司
油嶋董事長 協働事業を実行し、商社機能を確立します。

平成28年度計画の達成には、パートナー会社の努力が不可欠です。
専門分野の強化はもちろんのことですが、
新規分野に対しても果敢に挑戦する姿勢を貫きます。

パートナー
会社の決意

さらなる進化へ
NCT-26開始後、成果を
着実に積み重ねてきました｡

売上高：470億→550億　
パートナー会社数：0社→6社　
給与制度の改定、教育制度の見直し
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環境ビジネスへの挑戦

廃棄品の再生
廃棄製品の仕入・販売
産業資材の完全リサイクル
産廃処理の安価提案

PCB処理の仲介

高炉スラグ微粉末の販売
ロックウール

PLコンパクトパイプ

建材産業
資材 その他

当社は、以前より環境問題への取組みを行っており、
ISO14001を取得している他、
Fun to Shareのメンバーでもあります。

NCTは、すでに
環境ビジネスに取り組んでいます
（年間売上高50億円）

現状取り組んでいる環境問題を
解決する事業を積極的に推進しつつ、
さらに新規ビジネスの開拓を行います。
そして、これらの事業を

エコソリューション
ビジネス
と名付けて強化していきます。

事業を推進する部署として、
4月1日付けで専門部署 

エコソリューション
プロジェクト
（略称：エコプロ）を立ち上げ、将来は100億円の
売上規模を持つ「エコソリューション部」に
発展させたいと考えています。

これからNCTが
取り組もうとしていること
新ケミカル商事（NCT）は、NCT-26で目標として掲げているように
『社会に認知される会社』を目指しています。
その方策の一つとして、特色あるビジネスを構築していきますが、
中でも環境問題解決につながる製品やサービスに関わる事業活動を重視し、
アクティブに挑戦していきます。

化学品 肥料
飼料

樹脂

ホタテ貝殻の仕入・販売
鉄成型品の仕入・販売

再生樹脂の仕入・販売
廃プラ類の仕入・販売
再生樹脂の製品化
再生製品の販売

PET樹脂端材のリサイクル
抗菌剤（食品鮮度保持）

自動車バンパー塗料剥離事業

食品残渣製品化・管理業・
自社製品開発

肥料原料・製品の販売
飼料原料の販売

廃溶剤のリサイクル
各種廃油の仕入・販売
脱硝用液アン

特殊溶剤（トルエンなど）
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―そのほか手掛けている事業で、世間に対してイン
パクトを与えるビジネスはありますか。

食品リサイクル事業です。皆様が日常食する製
品から発生する食品残渣を飼料・肥料向けに加

工処理を行い、循環型リサイクルを実行しておりま
す。例としてスーパー等で販売されている鍋の素（ス
ープ）を作る際に鶏・豚ガラを材料として使用します。
抽出後は産業廃棄物として処分をされますが、これを
有効活用し肥料として販売をしております。資源の少
ない日本ならではのビジネスと言えます。現在、全国
に製造拠点を開拓中。展開を拡大していきます。（既
存3.5億円、取組中1億円）その他、エスメントやロ
ックウールなどのエコ建材（既存6億円）が活動中です。

―海外ではどのように事業展開されているのでしょ
うか。

樹脂事業での取組事例を説明します。国内にお
いては、各種樹脂の再生品やオフグレード品、

廃プラ等の仕入れと販売を行うほか、製品化も計画し
ています。パートナー会社では日興ケミカル、海外で
は、新凱美香港がそれぞれ製品化まで実施しています。
　海外では需要家に一定の再生樹脂等の使用を義務付
けるBlue Angel 規格やEpeat 規格の追い風もあり、
国内外ともに売上のさらなる伸長（既存11億円、取
組中16億円）を期待しています。

―今後の抱負をお願いします。

このほか、有機肥料の原料輸入や製造拠点拡
充、鶏糞バイオマスプラントの輸出等を実行し

ます。新ケミカル商事を社会に認知される会社に成長
させるために、エコソリューション事業を、社会にア
ピールする、売上高100億円を計上する事業に育成
したいと考えています。そのためには皆様のご協力が
必要不可欠です。引き続きエコソリューションプロジ
ェクトとして情報を共有しながら全社を巻き込む活動
を展開していきたいと考えておりますので、何とぞご
協力のほど宜しくお願い致します。

―今後の活躍を期待しています。

―今までの新ケミカル商事の環境問題への取組みと
考え方、既存の事業としてはどんなものがあるのです
か？　またその規模感は？

当社はISO14001を取得、Fun To Shareに参
画するなど、環境を強く意識した会社であり、

すでに環境問題に取組んだ事業を開始しています。具
体的には、再生樹脂関連事業、廃溶剤関連事業、有機
肥料関連事業、エコ建材関連事業等があり、集計する
と年間50億円の売上高になる規模感を持っています。

―なるほど、そうなのですね！　では、エコソリュ
ーション事業の推進は、新ケミカル商事にどんな影響
を与えますか？

社会に貢献するエコソリューション事業を推進
することで、当社が「NCT-26」の中で目標とし

ている「社会に認知される会社」への一歩を踏み出す
ことができます。
ビジネスとしては、静脈商流であるエコソリューショ
ン提案が動脈商流に繫がって、新ケミカル商事と需要

家との関係がより強い絆で結ばれることが期待でき、静
脈からの提案で新規の需要家開拓の武器にもなります。
　また、当社がより多面的な魅力を持つ企業として認
識され、お客様に対するイメージアップに繫がります。

―代表的なエコソリューション事業の事例について
ご説明ください。また、この事業を始めたきっかけを
教えてください。

廃溶剤・廃油回収事業です。新ケミカル商事の
エコソリューション事業の原点ともいえるこの

事業は、2013年の大信薬品の事業継承を機に始まり
ました。当初は、廃液排出企業の努力によって廃液排
出量自体が抑制されることや、その性格上、廃液情報
入手が困難なために苦戦を強いられました。
　現在は、処理業者との提携を進め多面的提案ができ
るようになったこと、旧・環境リサイクルプロジェク
トとして、大阪から月報という形で情報発信し、全社
を巻き込む活動を展開できたことで情報共有が図ら
れ、回復基調にあります。（既存4億円、取組中2.5

億円）

里さんに聞く
エコプロ 
サブリーダー

エコプロ油嶋リーダー（左）と
里サブリーダー（右）

H28年度経営方針の中で
「3事業部の独立的運営」と並び
重要経営課題と位置付けられている
「プロジェクトの推進」の一環として、
油嶋取締役をリーダーとする
「エコソリューション プロジェクト」（エコプロ）
が新たに加わりました。
今日は、環境問題の解決に貢献する当社の事業について、
エコプロ・サブリーダーの大阪支店 
里グループリーダーに聞きました。

大阪支店は上記フローを
コントロールしている

溶剤
リサイクル
の仕組み

再生溶剤

再生業者

廃溶剤

引き取り

工場

食品
リサイクル
の仕組み

作物・家畜

肥料・飼料

食品残渣

処理

食品加工
業者

NCT香港の場合

再生樹脂の
出荷

廃樹脂の
引き取り

メーカー
TV等

NCT香港
（処理）

樹脂
リサイクル
の仕組み

環境ビジネス
への挑戦

今泉 隆（化学品）

浜田 康史（樹脂）

坂口 修一（肥料関連）

里 哲也
サブリーダー

金森 伸夫（建材関連）
メンバー

山本 健司
事務局

油嶋 武晴
リーダー

 エコソリューション
プロジェクト（エコプロ）

組織図
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Design：岡本デザイン室


