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鴻欝釧
泊熱しまし

外糠一

一緩

その努力が実を結び︑

まで勉強したそうです︒

が終わった後︑夜遅く

どなかったため︑仕事

を受け行っています︒

剤散布についての業務

ると判断︑今年から薬

の話を受ける価値があ

対応等を考えた時︑こ

で見つけたスピードス

2つ目は︑昨年韓国

1級試験に見事合格︑

農機整備技能士の資格
をとりました︒

花粉噴射機の日本総代

プレヤーに取り付ける
外川農機商会の店頭

の機械はあらゆる果樹

理店となったこと︒こ

◇

ゴとイラストが入った

に対応可能で︑作業効

には︑ショーシンのロ
看板を掲げています︒

とのことです︒

この看板はメーカーが 率の向上が期待できる
作成したものではなく︑

ータも販売実績もない

とはいえ︑国内ではデ

果樹農家︑果樹関係機

る決断力︑それ以上に

今年の3月から青森 機械の扱いを即決でき

の試験場で効果につい

械に精通している専門

了解を得て全額自社負

外川社長がメーカーの

ての実証データを取っ

性の高さがこの話から

で︑農業機械整備技能

ているところで︑デー

進路について︑﹁将来に

7歴

@農家と共存共栄のために
里

O川農機商会

﹁−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−・有限会社

代表取締役社長

地域農業の特性を踏まえ果樹農家向け農機に特化し︑今も成長発展を続ける︑有限会社外
を訪問した︒

川農機具会︵青森県北津軽郡板柳町福野田字丁田18114
スピードスプレヤーを

担のオリジナルで作成

タがまとまったところ

は定地配管防除の研究

ついてはまだ決めてい 士の資格は持っていた

ー名が入っても自社の

したものです︒メーカ

を行い︑昭和28年に有 見た人は﹁オバケを持

方が良いと思い勉強し

ってきた﹂と言われた

ショーシンの社長が ました︒しかし試験に

ない﹂と話したところ

m弘前駅から車で約 年地元に戻り農業の機
光工業の定地配管防除
ため農家に実機を持っ

りしたそうです︒その

ｪ︑m五票差︑板柳 械化に貢献するために

駅からは徒歩4分︑国 農機店を創業しました︒
当時周辺は水稲栽培と 施設を青森県で一番早
道339号線沿いに有
限会社外川農機商会 リンゴ栽培が盛んな地 く設置︒どこよりも早

で本格的な販売に乗り

します︒

垣間見えたような気が

ていき実演したり︑映

看板をメーカー負担で

﹁それならうちの会社 出る問題は主に稲作に

く設置したことから︑

るかは︑これからのこ

つくることに違和感を 出すそうです︒普及す

ンゴは作業が重なる時

覚える社長の思いがあ

︵代表取締役社長 外 域でしたが︑水稲とリ

ピードスプレヤー等果

関係する機械が主でス

◇

にくればいい﹂と言わ

写機を使って説明ずる︒

れ︑その時︑進路が決

購入にあたっては組合

現社長の外川輝和氏

川輝和氏︶があります︒

外川農機商会には昭

ハーイという

ま

オカゲサマという

スミマセンという

素直な心

京等で行われる展示会

されています︒また東

真に地元の発展に尽力

ですが︑地元商工会や

の若手と言える経営者

一

謙虚な心

のつながりや情報に刺

団体等で要職につき︑

ニ

私はシマスという

にも積極的に通われ農

反省の心

三

奉仕の心

を行っています︒地元

家の役に立つ情報収集

裡

感謝の心

アリガトウという

五

この﹁日常の五心﹂

激を受けながら︑しっ

多くの引き合いがあり︑

とですが︑リンゴ農家

にとっては︑1㎞あた 和55年にも取材に伺い︑ は人としての基本であ

売上を伸ばし会社は急

りました︒

期があり︑農家に迷惑

樹関係の問題はほとん

まりました︒そして大

かり将来を見据え進ん

てもらうなどの活動を

り︑とても大切なこと

その当時は創業者の外

り︑人口交配機で平均

目社長︵現会長︶の勝一

その実現のため︑外

とりかかることもでき

裕をもって次の作業に

えすと︑記事の最後に

の当時の記事を読みか

し修理が難しいと言わ

は︑たとえ他社で購入

この﹁日常の五心﹂

等を扱うには人手も足

る︒しかし農薬や肥料

中︑危機感を持ってい

栽培面積も減少する

接し︑そして難しい修

様と区別することなく

い︒スピードスプレヤ

そかになってはいけな

とき︑﹁農家数も減少し

力を伺うと︑﹁スピード

川社長はスピードスプ

れた機械の修理依頼が

りないし︑スピードス

今後の展開を考えた

◇

でいます︒

を作ってもらい購入し

ら行うなど︑地道な活

輝和氏の代にも引き継

りました︒

と︑またリンゴと水稲

動を続け︑販売に繋げ

6・6人︑延19・8
川時
鶴吉氏が社長︑2代 として︑3代目社長の

速に発展することとな

の外川鶴吉氏が大阪の
しかし定置式の防除

間要していた作業を︑

は3代目にあたり祖父 をかける恐れがあるこ
ともほぼ同じ栽培面積
作業は平地では容易だ

迷いのない@心が新事業を呼び込む

日杢 優秀な社員がいる

があったことから︑果

メーカーと協力しなが

機械店で働き︑機械の
樹関係の機械専門で経

◇

め

をした

がれ︑実践し続けてい
このように農家にメ

うです︒工場長は職業

スプレヤーをメインに 場長は永久雇用﹂だそ

事務所に掲げられてい

プレヤーの対応がおろ

外川社長に自社の魅
リットのある機械を探

しているから面白い﹂

るなど︑そのメリット

あった時でも︑自社で
その一つが︑無人ヘ

ます︒

し普及していくことで︑

レヤーを軸として主に

機械を購入されたお客

現社長︑輝和氏はまだ

索しました︒やがては

青森でも珍しい果樹関

訓練指導員の資格も持

かれていました︒

た﹁日常の五心﹂が書

リによる薬剤散布等を

韓国では実績がある

の軽減だけでなく︑余 中学生の頃でした︒そ

その後︑防除作業等

感じ︑スピードスプレ

自走式の時代がくると

と話されていました︒

2つの新規事業の展開 は大きいと思われます︒

﹁大切なことは︑皆が るそうです︒作業負担

は集団化の方向に進ん

係専門の農機店として

を進めています︒

場長に任せているそう

整備と1年を通して繁 しての指導︑教育は工

続50年︒社長曰く﹁工 笑って過ごせること﹂

だことから︑外川商会

ヤーが最適との結論に

ることから︑整備に関

ち︑的確な指導ができ

忙期が続いている状況

理にも対応できる高い

◇

行っている会社から︑

機械には興味がなく将

配達を手伝う程度で︑

ーの整備や知識につい

﹁スピードスプレヤ

の役割は︑﹁会社が進む

その中で社長として

託︒これは︑果樹関係

よる薬剤散布の業務委

スピードスプレヤーに

ることで︑お客様の厚

技術力を持って対応す

ていくことが大事﹂と

発展していく術を考え

ーに専念し︑そこから

外川社長は学生のこ
スプレヤーを求め全国

で社員10名がフル稼働 です︒
れる長野県で探し当て

同じリンゴ産地で知ら

来は旅行関係の仕事を

優秀な人はいない﹂と

こそ︑他の会社の社員

す︒﹁社員は宝︑だから

こと﹂と話されていま

ての高い能力・見識を

いること︑防除につい

から長年信頼を受けて

べき道を自ら切り拓く 機械専門店として農家
その気持ちが変わっ

うです︒

話されていました︒社

で対応しています︒

たのが︑ショーシンの

したいと思っていたそ

◇

各地を回り︑昭和38年︑ ろまで店の仕事は時々

栽培に使えるスピード

スピードスプレヤーの

方が多く︑工場長は勤

1人︑約1時間ででき氏が専務で︑三代目の
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試運転︑修理︑散布︑

ていったそうです︒

㈲外川農機商会

した︒

が︑傾斜地の作業に難

・re

大きく成長していきま

があり︑他の方法を模

計1ヘクタール約500g使用

花粉100g石松子400g

社
長

より車高が低くリンゴ

と判断しました︒

MSt機漸タ詔瀬鮮時間約1時間

●人工交配機

川

1ヘクタールに係る作業人員延べ約33人

至りました︒そして︑

営していくことは可能

作業時間述べ19 8時間
作業損2名でIH（6時間作業）約幽ア＿、レ

ては自社の社員以上に
した︒以後︑ショーシ

たのは︑大学3年の夏︑ 長の信頼に︑社員もし

ーを中心に扱うことと

ンのスピードスプレヤ

評価されたもので︑今

っかり応えています︒

社員も勤続20年以上の 送ってもらいたい﹂︑

後の果樹農家減少への

よりも充実した人生を

青森に帰省しショーシ
ンの社長と会い将来の

なりました︒

販売を始めた当初︑

共栄を目指し︑地場産

これから農家と共存

また︑その信頼は地

こうとする外川農機商

会のさらなる発展に期

業の発展に尽くしてい

努めていくことに繋げ

待します︒

は農家との共存共栄に

ていこうとしています︒

場産業の発展︑さらに

に繋がっています︒

い信頼を得てきたこと 話されていました︒
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