商

農

あ だ た のお店を揮 糺
後継者が定まり︑顧客の信頼を高め㎜
⁝経営を安定軌道にのせる

そ

⁝

れなかったそうです︒

◇
しかし御子息が春の
展示会で顧客へのチラ
シを配りながら挨拶周

りをしている姿を見
て︑お直様の当社を見
る目が変わってきたよ

やりたいことを思いき

樹氏自身が決めたそう

で仕事をすることを勇

見てくれていて勇樹氏

客様も横山農機をよく

しい状況で給料も払え

場としては︑会社も厳

それから現在までの

響もあっただけに︑不

会社を継げとは一言も

しいという思いにはな

が先に立ち︑素直に嬉

るかどうかという心配

ていました︒

じると昭社長は話され

て歩んできたように感

知り合いからの紹介な

営業することはなく︑

が︑当社から飛び込み

に働いているのかもし

店の商売としては有利

方が多いのも農機販売

人気質的な要素を持つ

等が盛んです︒

が︑卒業後は横山農機

言わなかったそうです

かい部分にまでこだわ

しかし︑それだけ細

当者に渡し︑夕方5時 でも中古農機が売れた 特徴としては大型機が

㎞程度までになってき

綺麗に草刈りをする職

購入して見事なまでに

事で応え続けてきた証

でもあります︒

るといえるでしょう︒

の点からも証明してい

いる方が多いことをこ

く︑丁寧な仕事をして

けて何かしないといけ

横山社長は︑﹁将来に向

今後の展開として︑

◇

感を持っています︒今

ない﹂という強い危機

横山農機のお客様は

後も基本は整備を中心

◇

米農家が多く︑トラク

力になっているので︑

からは農薬︑肥料も扱

ことだと思うが︑これ

くことが何より大事な

ターも30馬力前後が主 として手堅くやってい

ないということでした︒

っていきたいと考えて

数をこなしていくしか

最近は農家の減少等

えないなら︑わかる範

が見えない中︑先が見

﹁今の農業の方向性

いるそうです︒また

ない販売店も増えてい

て新しいアイデアを出

会も︑いろいろ工夫し

ています︒今後は展示

実施し積極的に展開し

う︒お客様のアイデア

向性が見えてくると思

獲得や会社としての方

すことで︑新たなお客

のお客様を改めて見直

を形にしていくことに

事となり︑組合の利益

在︑栃木商協の専務理

か︑と言われるような

く︒そしてお客様か
ら︑やってくれない

お客様に密着してい

信頼関係を作ってい

など今まで意識してい

で考えるようになっ

いくためにも︑また事

業に結び付けていくた

く︒信頼関係を強めて

の︒組合を大事に︑そ

た︒立場が変わると考

して経営にも役立つよ

理をしていくことが︑

いく基本だと思う﹂と

れが信頼関係を築いて

何より大切であり︑こ

めにも丁寧で確実な修

と話されていました︒

う利用していきたい︑

えも変わってくるも

なかった細かいことま

積極的に協力し取組ん
◇
組合については現 でいけるよう︑もっと

いと話されています︒

しながらやっていきた

2月下旬と8月上旬に囲で動くしかない︒今

ますが︑横山農機では

らしたり︑展示会をし

から展示会の回数を減

整備工場

うに感じたそうです︒

展示会では近年修理
なかったお客様が勇樹

ばかりで新車を購入し
い︒一転厳しい状況に

﹁−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−横山農機有限会社−−−⁝

平成5年の不作以来︑厳しい経営状況が続いたが︑後継者が定ま

りやらせてあげたいと

です︒

を決めたのを見て︑お

氏を指名し新車の購入

先の農家で農業を辞め
の強い思いから︑野球

しかし幸いにも取引

なりました︒

るところはなく︑何も

昭氏︶を訪問した︒

向にあり︑担い手の減
で約450年の歴史を
買わず修理依頼だけの

その思いが勇樹氏に

く実感したと言います︒

また不作年の前年に

N間は比較的安定し 規顧客も増えています

ぽ

は大手販社が出来た影

伝わったのか︑昭氏は

決めた時は︑社長の立

を待っていたことを強

少︑高齢化等厳しい状

横山

り顧客の信頼が増した横山農機有限会社︵栃木県那須烏山市初音3
115 代表取締役
那須烏山市は宇都宮
をする息子を全力で応

駅からJR烏山線で約 持つ山あげ祭など︑長
援し続けました︒

一方︑いわゆる首都

圏農業が推進され園

勇樹氏が跡を継ぐと

数年間続きました︒

農家が増加する傾向が

た地です︒また昨年は︑

1時間︑奈良時代から い歴史︑文化に彩られ 況にあります︒
続く烏山和紙や︑毎年

走り︑地元では初運行
作による影響は非常に

で︑商談は比較的スム

れません︒

ーズに進むことが多い

るお客意を相手にした

新規のお客様は比較

てこられたのも︑横山

仕事だけに︑長年続け

ので︑なんとか乗り切 少なく︑中型︑小型や

農機がしっかりした仕

的大規模農家が多いそ

そうです︒

ど先方から話が来るの

大きかったと話されま

｢く

またこの地域の農家

流れが変わったのは

り影響を受けたと感じ
業を︑整備等は勇樹氏

頃には終わるように計

うですが︑地域全体の

の場所にあります︒創 後︑横山農機に入社し

が中心になりベテラン

ちなみに︑横山農機

働き始めてからだと話

のお客様にはこの数年

業は昭和元年としてい

中古の売上が高く︑固
れました︒

定客が多いため︑数を
る環境づくりを勇樹氏

画的かつ集中してでき

これは昔からいろい
行っています︒

社員が盛り立てながら

ち込みを起こすことな

確かな記録はありませ

所から車で15分程行っ す︒また今年で入社53 得し︑中古農機のルー

こなすことで大きな落 農作業による事故はな
勇樹氏は高校︑大学

ろ勉強しノウハウを習
と野球に打ち込んでき

が手配しているそうで
んが︑大正時代に商売

とっても︑フライング

方の気質もあるのでし
ょうか︒草刈り一つを
近年は農地集約の影

モアを使うと綺麗に刈

ました︒これに伴い新

必然的に拡がり半径30 れると聞くと︑すぐに

響もあり営業エリアが

います︒

その他にも︑農家の

を始めたと伝え聞いて

してきたことが売上に

くやってきました︒

による駆け込み需要の

昨年の消費税増税等

◇

となっています︒

いることも︑大きな力

機をしっかりと支えて

ベテラン社員が横山農 結びついた結果だと思

歳の時から働いている

年目︑社長の昭氏が5 ト開拓など地道に努力
た県道222号線沿い

整備工場は本社事務

されました︒

朝8時前に部品を担 ているそうです︒それ

現在社員7名で︑社 にあります︒

信頼関係の再構築を図る

奇

数を統計データでみる

地が少ないことが特徴

少せず︑また耕作放棄

不作の年から約10年︑

お客様のアイテアを形にして

した︒

だが︑産出額は減少専

◇

と︑稲作農家の数は減
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が観光農園や直売所

7月下旬に行われる国 日本初となる蓄電池車
の重要無形民俗文化財

氏
を祝し特別に春の山あ

げ祭が開催された︒

｝

るが︑戦争などにより

駅を降り︑徒歩約6分 整備工場で1年学んだ 長の空拳が積極的に営

大学を卒業した御子息
◇
横山農機はJR烏山 の勇樹氏がメーカーの

となっています︒

乳用牛などの畜産が主

農業は稲作︑養豚︑

刷

ました︒昭氏も自分の
現社長の横山昭氏が

4代目︒昭氏が社長に
なったのが36歳の時︑

平成5年の不作の年で
した︒それまで順調に
った翌年からしばらく

きていたが︑社長にな
新車が売れず︑中古も

反動については︑かな

したいと思います︒

機の今後の活躍に期待

勢を強く持った横山農

も意欲的に取り組む姿

ことから︑今後の展開

が好循環になってきた

後継者に恵まれ経営

話されていました︒

頼りになるベテラン社員
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