商

農

あ な た のお店を握 見
Sに戻りお客様のもとに足を運ぶ

先代を継ぎ社長に就任して3年︑会社の経営にも意欲的に取組

今後に向けては第一

平成5年の不作の年 も今後の課題となって
も周辺は平年の7〜8 います︒

訪問時は︑展示会前

協の理事長の重責を担

を極める中で栃木県商

継ぎ社長となり︑多忙

いましたが︑周辺に住

ることに剛力している

めにも今は地力をつけ

◇

農家が多い地域です

また真岡周辺も兼業

初めて直面した厳しさ

は松本社長にとって︑

価下落による落ち込み

の姿勢が大事であると

仕事をとってくる攻め

と︒そして社員全員で

家もこまめに伺うこ

だけではなく小さな農

心に戻り︑大きな農家

行う︒そのためには初

れながら︑売上と利益

ネット販売も念頭に入

は特に力を入れ︑将来

も︑中古農機の販売に

伸びていることから

在は中古農機の販売も

置かれていました︒現

スセンター内に整然と

の世代交代への対応を 中古農機が広いサービ

は会社経営にも︑組合

固い信念で行動する力

ていました︒

ンタビューに応えられ

終始穏やかな口調でイ

つ一つを選びながら︑

かり自覚され︑言葉一

その責任の重さをしっ

うこととなりました︒

40代の若さで先代を

が︑法人や集落営農が

率向上を目指していく

でした︒

増えてきて︑もともと

で若い社員を採用して

考えています︒その中

と話されていました︒

しまうことが多いこと

農機販売店は

̲機が売れる︑農家に

モﾁてもらうことが大事

運営にも活かされるこ

の本多氏も松本理事長

とでしょう︒前理事長

の性格や高い能力を評

れたのではないでしょ

価して理事長に抜擢さ

◇

栃木県商協の潜在能

うか︒

力はとても高く︑その

なり︑この改革も一段

の整備︑修理だけでは 落したところで本多氏

能力を最大に引き出す

となる︒それには従来

温厚な性格の中にも

め農協にお客が流れて

農協系が強い土地のた

いくなど︑将来に向け

◇

いと話されました︒

話されました︒

割程度の収穫があり︑

に︑この1年の落ち込

であったことから︑展

りお見舞いしながら

あり農家を1件ずつ回
宅が増え︑整備工場と

とのことでした︒

た対策を立てていきた

が︑学生時代の時のよ

名の中で最年長でした

米価も高かったため影

示会用を含め︑多くの

研修を受けた同期約20

うに楽しく充実した研

みから回復させ体力を

の震災の直後は︑松本

から好きだったし︑農

たが︑機械いじりは昔
も︑石巻へ物資の提供

しては不向きとなって

っただけに︑今回の米 蓄えること︒若い農家

響をほとんど受けなか

ました︒

修を受けることができ
また研修した同期の
月号で紹介した宮城県

中に︑本紙平成26年9
の赤羽商会の鎌田社長

持ちを伺うと︑﹁この先

が崩れるなどの被害が

農機でも周辺で大谷石

もいました︒平成23年

ていくのか不安もあっ

機店は自分の努力で︑

きたため︑現在地にサ

松本弘行

み︑また40代の若さで︑栃木県商協の理事長に就任した有限会社松

本農機︵栃木県真岡市島28715︶の代表取締役社長

して誕生し︑JRを経先代は川上発動機で職

氏を訪ね︑お話しを伺った︒

﹁いちご日本一のま

を続け︑落ち着いてか

等を行うなど支援活動

昨年の消費税増税の

◇

どのようにでも出来る

を作っていました︒先

人としてエンジン単体
魅力があった︒﹂と︑

もおか﹂︑明治45年に 真岡鉄道に引き継がれ

ち︑S﹂が走るまち

ービスセンターを開設

増税対策で商品の供給

影響について伺うと︑

のことなどについての 交通量の多い場所です

しました︒県道沿いの

らは鎌田氏を招いて震

松本農機を引き継ぐ決

氏

た真岡線の真岡駅から
代がこれからはエンジ

て現在第三セクターの

農家︑農業がどうなっ

@有限会社松本農機

⁝農家の世代交代にも対応

…初

日本初のローカル線と
うです︒

が可能な間に販売でき
講演をして頂いたりし

が︑新規のお親様が来

ンだけを作るのではな 心は既に出来ていたよ 災のこと︑ネット販売
車で約10分︑県道11

9号線沿いの好立地に く︑農機旦ハが伸びてい
しかし実際に働いて

みると︑はじめのうち たそうです︒また他の 店されることが増え︑
るように例年3月に実 松本農機では︑現在
同期の方とも2年に1 また既存のお客様から 施していた展示会を前 は農薬や肥料の扱いは

の役員も退任される中︑

が理事長を退かれ︑他

は仕事で農家の方と話

難しい︒農家の農産物

ことが松本理事長以下

当初はシバウラの機

﹁農機販売店は農機が を売るルートを開拓し

理事としては私一人が

たことで︑需要に応え

ていくことができれ

年11月に前倒し開催し ありませんが︑

ってもらうことが大事 ば︑さらに深く農家に

なっています︒

現役員の最優先課題と

売れること︑農家に買

の立場を理解した上で︑

残ることになった︒そ

も便がよくなったと好

ることができました︒

入りこみ︑繋がりを強

これまでの改革の流れ

評で︑さらに売上を伸
ばしていくきっかけと

で︑そのためにお客様

を引き継ぐとともに︑

本多氏の理事長退任に

昨年︑栃木県全協は

ろ考えていく必要があ

まくいかない︒いろい

合も従来のままではう

割を果たしていく︒組

中での代表としての役

を合わせてやっていく

これから出来ることを 新しい役員の方々と力

ってプラスに働くこと

姿勢が栃木県商協にと

後の対応を考えていく

感を共有しながら︑今

して将来に向けた危機

にし︑商業協同組合と

局職員との関係を大切

な歩みを始めました︒

し理事長になり︑新た

と︑組合員の意見を聞

とを考えたい︒﹂

組のメリットを出すこ

ず進んでいかれる松本

て若さだけを頼りにせ

の理事長として︑決し

て︑そして栃木県商協

松本農機の社長とし

単刀直入に理事長を

社長のこれからますま

すのご活躍に期待しま

き︑これからの組合の

に立つことは何かを考

す︒

在り方や︑組合員の役

﹁この数年︑商協の

え実行していきたいと

抱負を伺うと︑

改革が進む中で理事と

引き受けられた理由と

◇

模索しています︒

伴い︑他の役員も退

り︑特にソフト面で商

でしょう︒

た松本氏が唯一人士任

任︑当時︑理事であっ

役員︑組合員︑事務

めることができる︒﹂

度程度集まり同期会を
めています︒

しかし夏以降の米価下
なりました︒
◇
松本農機は約20年 その後平成12年に法 落の影響は大きく厳し
かったとのこと︒

と農機販売を軸として

開くなど今も親交を深

うです︒

◇
26歳の時︑ヤンマー

農機となりました︒

人化し︑有限会社松本
平成24年には代表取
締役に就任︑先代から
会社を正式に引き継ぎ
ころ︑事務所もサービ

ました︒ちょうどその
スセンター内に移しま

社員は男4名で30代

した︒

から60代まで︒事務全
般は社長の奥様が一手
に引き受けておられま
した︒現在の状況では
社員を増やすことは難
しいが将来的には若い
人を入れたい︒そのた

を囲い込むことが必要

がしたこともあったそ

くと思い︑昭和33年に

工場

すのも照れくさい感じ

独立開業しました︒

、獣、

の後ヤンマーを主力商

ります︒

@

動趣、、一

械をメインに扱い︑そ

有限会社松本農機があ

◇
松本社長の父である
品として扱うこととな
りました︒シバウラか
らヤンマーに代わり︑

∠
箋

駆忽

所と整備工場を持って
受けました︒この時に

学院で約7か月研修を 前︑市役所近くに事務
麹

お客様の反応が気にな

．．．︑

りましたが︑当時から
地元農協ではやンマー

覧ワ

x一＿一

のシェアが高かったこ

ともあり︑スムーズに

ヤンマーの農機に切り
替えが進みました︒

籍

ｫ転
『騨』一

松本弘行
社長

@

一その288
用一

鞍」一融・s＿

㌔讐配﹂

整備工場

◇
現社長の松本弘行氏
が大学を卒業した当時
はバブルのピークで︑

工学部卒業で就職先に
は困らなかったが︑父
からの勧めもあり他に
就職せず︑松本農機に

＼﹄︑

も＝
・

バ轟幽
一、一＋、．・強調
．一．
．
婦ご．／一

握』
￠

曝．購・

有限会社松本農機

入りました︒

入社当時の社長の気

ぴサロ

ね

る

展示会直前の中古農機と整備車両

@
@
@
@
@
@
@
@
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