ねぐらとする鳥たちの

亡くなり︑現会長の峰

社設立から僅か一か月

が重なったためか︑会

ぞれのテリトリー内の

定年を60歳としていま ここまで成長させてき

仕事ぶりもあり︑現在

ベテランの充実した

た功労者﹂とその手腕

は会長として﹁会社を

社長として︑また現在

た父である住男氏を︑

固定客に的確に対応し

を高く評価し︑また長

え方はほぼ同じで︑意

労災補償型

す︒

ながら︑新規顧客の開

て働いてもらっている

すが︑再雇用し継続し

見の対立はほとんどな

1口加入の場合の補償額

テラン︑若手ともそれ

を上げています︒

年一緒に仕事をしてき

拓に取り組むなど成果

方も多くいます︒反面︑

整備では︑整備を担

たことについても﹁経

なくなっているため︑

営に対する方向性︑考

若い次の世代の整備研

ベテランはメーカーの 技術研修が以前より少

当し30年以上勤務する 最近はメーカーによる

加し整備技術を磨き︑

研修等にも積極的に参

かった﹂と︑親子のや

りづらさを感じること

﹁百科事典よりもあり 修に不安な一面もある

なく︑それぞれの役割

！

◇

の会社の成長につなげ

をしっかり果たし今日

と話されていました︒

経営については︑家

で業務にあたり︑30代 がたい存在﹂と社長か

業である峰浦商会に入

から60代まで幅広い世 ら全幅の信頼を置かれ
ている方もいて︑それ

峰浦商会は現在本社

が会社の大きな財産と

の他︑営業所が登米市

営業はそれぞれの立

り︑共に仕事をしてき

代が在籍しています︒

ります︒従業員は営

して活かされていま

てきました︒

場︑経験を活かし︑ベ

米山と栗原市瀬峰にあ
業︑整備︑事務が専任

な情報を基に経営判断

○従業員の福祉向上のためにく福祉補償制度〉に乙加入下さい。

あ．だ劇たのお店−を揮糺

農家に必要とされている㎜
存在であり続けたい
身
@有限会社峰浦商会−L
宮城県北西部に位置し︑奥羽山脈から江合川と鳴瀬川の豊かな流れから形成された︑広大
で肥沃な平野﹁大崎耕土﹂を有する大崎市にある有限会社峰浦商会︵宮城県大崎市田尻沼部

田尻駅から車で20分 天然記念物のマガンや
糞が肥料となり︑良質

浦住男氏が若くして社

5万羽の雁が朝もやの の米﹁ふゆみずたんぼ 後に初代社長の祖父が

オオヒシクイなど︑約
米﹂を栽培︒渡り鳥を
長に就任しました︒昭

三浦正俊氏︶を訪問しました︒

の場所にある蕪栗沼

ブランド化して米の販
和61年には本社社屋の

◇

た︒今後も厳しい環境

1日置つき2，500円

後遺傷害 100万〜3万円

代表取締役

は︑ラムサール条約湿
中から一斉に飛び立つ
売を行ったり︑豊かな

えるように充実を図っ

顧客の90％以上が水

ます︒

来︑農機専業で農家の

峰浦社長はTPPの 里謡商会は創業以

行方を気にされながら

Pに関するセミナー等 を終わらせるようなこ

にありますが﹁農家の

休業損害

●中途加入できまずから、いつでも商協へどうぞ。

字新富岡1911

地に登録され︑国内で
姿は見るものに大きな
自然環境と安全な農作

峰浦社長は宮城県商

てもらいたい︒

さを増していく中︑さ

いでほしいとのことで 齢化などの問題が深刻
した︒

しい状況です︒

響が出るのか予測が難

とはしない︒次の代へ

宮城県商協ではTP も︑ご自身の代で会社 需要に応えてきまし
を開き組合員への情報

って経営にあたられて れる農機旦ハ店としてあ

つなげていく決意を持 期待に応え︑必要とさ

ていました︒

り続けたい﹂と話され

てきました︒しかし実

そのためにも交渉過

います︒

提供等を積極的に行っ

際の影響については様

々な意見があり︑立

2，000万〜40万円

通院保険金 旧につき 900円

後遺傷害

死

OR

入院保険金 旧につき1，500円

2，000万円

亡

死

100万円

●販売店で負担する掛金は、損金算入できます。

亡

TPPや︑農政の的確

も貴重な自然環境が残

す︒

感動を与えてくれま

傷俊
の本社社屋になりまし

建て直しが行われ現在

を活用している方もい

物の象徴として渡り鳥

冬から春にかけ︑田を

また周辺の水田では

る渡り鳥の楽園です︒

㌔

協の理事︑副理事長を

が減少︑兼業農家も減

稲農家で︑地域の人口

た︒

また事務局職員の数

ます︒同時に行政が食

も可能なら増やして組

耕さずに水を張る冬期

とから︑商界活動につ

平成10年︑峰浦正俊 長年務められているこ

害対策もとりつつ渡り

氏が社長に就任し現在

鳥との共存を目指した

合事業の展開に力を注

んぼ﹂を行い︑そこを

いても伺いました︒

少傾向︑顧客農家の高

に至っています︒本社

員に広く利用してもら

購買については組合

取組みが進められてい

の整備工場について︑

の輸入等が自由化さ

論を見てから今後のこ

程ではなくTPPの結

らにTPPによって米
れ︑米価が今後も下落

なることが農機販売店

場︑考え方によって異

撮影しているとき﹁工

商会は︑平成18年3月ればよかったかな﹂と

ていく人も減るかもし

が続けば︑農業を続け

場はもう少し大きくす
つぶやいていました︒

末に市町村合併で誕生

夏大学を卒業後︑他社

に不安や迷いを生じさ

でいるようでした︒

には行かず骨貝商会に

◇

とに答えを出すつもり

長︑峰浦正俊氏の祖父

入社︑クボタで1年間

の経営にどのような影

マイナス要因が︑今後 せているようにも思い
所にあります︒

が稲刈りの鎌や除草機

を中心に行いながら会

戻ってからは主に営業

た︒

社経営を学んできまし

た︒

しかし会社設立時の

に会社組織となりまし

整備等を学び︑会社に
始まり︑昭和35年11月

等を販売することから

昭和6年︑現在の社 長の正俊氏も昭和55年

社したのと同様に︑社

れないなど考えられる

展示スペース

した大崎市の東部田尻
◇
地域︑JR東北線田尻 会長の住男氏が卒業
駅から徒歩3分程の場 と同時に謡歌商会に入

このように自然の恵

足浮

み豊かな地にある謝謝

峰浦社長は工場の写真

ます︒

湛水水田﹁ふゆみずた

峰浦正
社長

傷害補償型

●団体契約なので、安い掛金（毎月1口500円）で高額補償です。

商

農

繍

委託保険会社農囎保険ジャパン日本興亜株式会社

全国農業機械商業協同組合連合会

代理店

峰浦商会

心労や諸々のことなど

整備工場

@
@
@
@
@
@
@
@
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口 だ た のお店を揮 糺
艪ﾜぬ努力こそ不可欠

いる志布志

時間がかかるとの認識

ことであった︒

引価格を望みたいとの

いては︑自ら農業生産

度などの農政情報につ

農業政策や補助金制

の向上に期待を示され

ー部品の取扱︑融通性

滑に行う上で︑メーカ

また整備・点検を円

であった︒

ャップを感

の稲作にギ

じたそう
だ︒

員は8名

内機械の社

農家から情報を得てい

ろは︑専ら顧客である

はいえず︑現在のとこ

ことから知見が多いと

るが︑より充実した中

取引ネットワークがあ

は︑現在大きく2つの

中古農機について

た︒

で︑男性技

古農機の情報には大き

にはタッチしていない

術者6名と

るのが実情であるとの

国難

女性事務担

な関心を寄せていると

現在︑宮

地域の農地は水田1 人としての﹁厳しさ﹂

こと︒

@マスプラス農機で成長企業へ
が実施され︑輝北ダム

当者が2名

したとのこと︒

宮内機械有限会社−−−
鹿児島県東部に位置
と﹁
しさ﹂とを会得
560診︑畑51
4優0

農政を担当する県や市

報収集に努めたいが︑

アンテナを高く関係情

められることが予想さ

よりも修理・整備が求

農業機械は新車販売

︽今後の展望︾

として︑今後︑自らの
経営は建設機械のリ

役所の敷居は高く感じ

当時でも干拓地が多 ん1名の構
平成26年で573名と
他地域に比べても多 い岡山南部の農家平均 成で︑平均
面積は一・5診︑他方︑ 年齢は40歳弱と若々し

ースが主体でプラス農

れる︒

業機械といった構成で

られるとのことであっ

本年は新人採用も検討

たない水田で脱穀機や

ある︒

鹿児島県農業機械商

ービスを基本に︑特に

て︑重視するのは︑サ

今後の経営におい
業協同組合からは有用

かんしょ収穫のピーク

た︒

中とのこと︒

価格競争の時代こそ︑

バインダーが使われて

地元では平均1診に満 い会社である︒さらに

のことである︒

診で︑認定農業者数は

整備︑レインガンやス

農機販売会社の代表

とかんがい用幹線水路

プリンクラーの導入が

とパートさ

3万3千人︒その農業が完成し︑末端水路の

する志布志市の人口は

地帯は︑ほぼ全域が火
平成27年度までの予定 く︑農地が不足気味の

山灰で覆われた特殊土

壌地帯であり︑生産性
ようである︒

で鹿児島県により継続

った︒このため︑旧有 されている畑作地帯で

に課題のある地域であ

志布志市志布志町志布

械有限会社︵鹿児島県

今回訪問した宮内機

主要作目は︑豚︑肉

ある︒

用牛などの畜産が過半

明町では︑平成5年か
れた国営かんがい排水

ら20年にかけて実施さ
を占め︑焼酎原料用の

情報を得る機会が多い

業に専念できるよう機

に農家が安心して農作

ので︑全国組織である 時期となる8〜10月期
ムリーな情報を得たい

全農機商連からもタイ

に行うことに意欲を見

械面のサポートを万全

鹿児島県商工会連合会

ー

多．

●

●

＝▼

σ

…建 …た

事業﹁曽於南部地区﹂

とのこと︒

と組合組織への期待が

の青年部長を務め︑様

玄米、マルチタイプ

総

玄米以外の貯蔵も可能です。

志315128 代表取
締役社長宮内宏智

向上には︑たゆまぬ勉

岡山では販売店によ

せられている︒

うした動

々な行事の企画を経験

いう時代︑農業の若手

はネットワークが物を

り

1℃刻みで幅広く設定でき、

@原点に戻り
@営業とサービスを強化

現在の業界の状況を

されている︒

強と努力が必要と自覚

情報面では特に全国

込められていた︒

きはな

されている︒同商工会

感覚が変

い︑修理時の代替機が

￥189，000円（税込）

●

一Z

4GDI

HRA−1

設定温度によって貯蔵に
適した湿度に切り替わる
自動モードを搭載しています。

庫内温度は3〜16℃まで

かんしょ︑だいこん︑

ている︒

キャベツ︑ばれいし 氏︶は︑志布志市の市
ょ︑にんじんなどの露 街地近くに店舗を構え
地野菜︑ピーマンなど
社長の宮内宏智氏は

る農業機械のレンタル
がごく普通に行われて
については︑全国的な

く︑宏智

宏智氏は︑最近まで
傾向と同様に鹿児島で

氏による

にも16名の農業経営者

いたが︑鹿児島ではそ 段階での中古農機の取

も品不足の状態にある

がメンバーに加わって

注目の中古農機市場

が︑残存価値を明確に

の機械所

と︑個別

おり︑異業種交流を深

ることから中古農機査

有に固執

し︑流通を適正化でき
定士制度には期待して

めている︒

リース・レンタル事

経営者や農業青年組織

新たな事業の展開に

する農業

業については︑建設機

れば農機

化しなけ

である4Hクラブとの

者の経営

いる︒

械のレンタルが経営の

レンタル

交流を通じて︑将来の
岡山では︑自ら先陣

jh

0

商

農
の施設野菜︑水稲︑茶

宏智氏に聞くと︑価格

などである︒

N前に会社を継承し 競争の時代になり︑よ
た41歳の若さ︒元来の りサービスを重視すべ

業には種々のサービス

その点で自動車販売

き時代に入った︒

を継ぐものと思ってい

がある︒農機販売店も

の頃から当然に機械店

機械好きであり︑子供

たそうである︒現在
は︑弟の俊和氏と共

る営業活動など︑顧客

出張点検サービスによ

があり︑販売店の提案

れている︒

に︑会社を切り盛りさ

である農家さんへの日
いうことが宏智氏の持

常的な訪問が不可欠と

業機械の大型化に伴 中心であり︑堅い需要

の市場は

経営を切り拓く意気込
簡単には用意できない

経営上の課題は︑農

がある一方で︑農機部

生まれな

みを感じた︒

論である︒

宏同氏の社会人とし
県ではなく︑岡山県の
が振り出しとなったと

農機販売店での3年間

門では管理機のレンタ

い︑まだ

をきる有言実行タイプ

のことである︒

@

ルを僅かに行っている

こと︒整備技術水準の

既園

：tr，

@
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の経営者の下で︑社会

彫
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ての第一歩は︑鹿児島

宮内機械
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