あ だ た のお店を揮 糺
展示会を独自に7月と 単刀直入に
3月の年2回開催して用件を伺

年頃︑当時の従業員に
建機会社に勤めていた

い︑お客様

います︒

するように

の反応をし
っかり把握

などをメーカーの方に

努めている

いるのでしょう︒

る大きな要因になって

3ーー︐一︐

けて出来る限り良い形

姿を垣間見ることがで

姿と︑優しく徳のある

責任感の強い経営者の

酸丁

方がいて知識があった
農家向けサービスと

来てもらい対応するな

とのこと︒

には首を傾げたくなる

で繋げられるよう努め

11iliillh

ill

ことから︑建機の扱い
当時は建機の販売︑

ど農家をさまざまな角

仕事に誠実

して最近では土壌検定

レンタル共に順調に推
度から支援することに

を始めました︒

近くに大手レンタル会

に向かい合
っている社

移しました︒その後︑

力を入れています︒今

長の人柄が

後は自社の社員が土壌
診断の資格を取得して

が厳しくなってきたの

いくことも考えている 感じられる

社が進出するなど競争
を機に︑改めて農機を
そうです︒

人もいるかもしれませ

対応ですね︒

メインとした事業展開

しの言い方はしないで

また接客では︑遠回

に移りました︒

現在︑古池農機では

古池社長は会社経営

しっかり利益を考える

ています︒その中で取

︑鐘揖

粛﹁

一

迫

●

日
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講 該懸−

薯

き

︑．認臨監β

￥189，000円（税込）

⁝会社が成長している源は︑

では

の

ンマー商品を中心に展
ゑ

は︑3代続いての婿養 開しています︒
子で︑それぞれに特徴

身の丈に あった会社経営で
に向かう
@安定成長
について︑大手販売会

までは公務員として働

を取り巻く環境は目ま

必要がある︒特に集落

暴ヨ

謹︐

玄米、マルチタイプ

@ 社長の誠実な人柄

は︑農業産出額でみる

古池農機は現在︑ヤ

古池農機株式会社−−−
創業から60有余年︑小さなことを積み重ねながら会社を発展成長

古池農機株式会社の

させてきた二代目社長︑古池進氏︵古池農機株式会社代表取締
役︶を訪ねた︒

富山駅から車で約50
分︑北陸自動車道︑東
創業はおよそ60年前︑ が異なり︑先代は社交

的で人付き合いを大切

海北陸自動車道を経由
し︑県道20号線沿い︑ 先代社長がこの地で農

にする方︑社長は職人

るタイプ︑社長の娘婿

の進氏が古池農機に入 代に任せ仕事に専念す

んが︑古池社長のお向
社長が古池農機に入

その15年後︑現社長 気質で人付き合いは先

JR城端国東石黒駅近門店を始めました︒

くに古池農機株式会社

の専務は経理畑を歩ん 社のように組織的に動

様に対する誠実な態

ってから40数年︑農業

当社のある南上市 りました︒進氏はそれ

があります︒

くやり方も考えたそう

度︑仕事への実直さが

できた方です︒

です︒しかし社長は︑

ぐるしく変化してきま

し︑無口な方と伺いま

それぞれの特徴を活

そできていることです︒

﹁従業員6名の小規模 その基礎にあるからこ

したが︑取材時は︑い

もと機械が好きだった

と米が全体の65％あり いていましたが︑もと

稲作中心の地域で︑他

な会社では︑会社組織

と話されていました︒

に求められている︒﹂

かし会社の経営に携わ

した︒社長は﹁新車の

り今に至っています︒

古池社長の思いが︑

が仕事のように︑休み

に入ってからは︑趣味

会社経営の礎となり力

は︑数多く売れたので︑

農機が売れていた頃

に畜産関係が14％︑野 こともあり︑古池農機

的なやり方は不都合が

となって︑厳しい状況

果を残してきたと言え

営農等の増加で︑入札

話の節々に︑誠実で

とができました︒

るでしょう︒
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玄米以外の貯蔵も可能です。
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菜が5％程度です︒

婿養子として来た当

ことが多い︒いろいろ

多く︑うまく回らない

いることが多かったそ

も乗り越え︑これまで

社長も今67歳とな ろいろお話しを聞くこ

り︑遠慮もありました

の日も機械をいじって 初は何かと苦労もあ

な意見はあると思うが︑

を任せるため︑次に向
社員一人一人を活かし

り︑後継者の娘婿に跡

が︑﹁外から来てやるか

細かく利益を考えなく

らには︑やるしかな

N以上も継続して結 ともよかったが︑今は

うです︒

ると捉え︑細かな計画

活かすことが大事であ

い﹂と心に決め︑先代 古池農機のメリットを
は外交的で︑いろいろ

当社周辺では他社メ

な方との付き合いを大

きました︒それがお親
ーカーのシェアが高い

となり成長してきたよ

様の信頼を集め︑これ
地域である中︑ヤンマ

うにも感じ取れまし

し離れた地域の野菜や

や目標を立てても︑従

ー商品の魅力を伺う 販売は苦戦を強いられ

り︑従来より遠方のお

ているが︑まだ小型機 紹介されることもあ

引のある農家から︑少
業員にその達成を厳し

と︑迷うことなく︑﹁他

た︒

も増加している状況下
たので︑外のことは任

切にした仕事をしてき

く求めることはせず︑

メーカーにない革新 械は入り込む余地を残

ずつですが増えてきた

客との取引なども少し

を期待しています︒

一歩を進めていくこと

と将来に向け︑着実な

姿勢を貫き︑しっかり

農家の立場で考える

において︑大型機械の
せ︑社長は社内を固め

臨機応変に対応し︑小

している︒この状況に

そうです︒

までの古池農機の強み

なことを考えず︑1つ まめに動くこと︒その

ることに専念し︑大き

積み重ねを大切にして

対応し︑活路を見出す
ため︑これまで以上に

酪農をしている農家を

一つ丁寧にコツコツと

いく集団であることが 機械への高い信頼﹂と
答えられました︒取扱

性︑革新的な技術力︑
仕事をしてきました︒

小規模会社︑個人経営

日頃は職人気質で︑

今振り返って考えれ

い︑整備は迅速かつ︑

人の上にたつより︑一

っている機械への信頼 日頃の業務を丁寧に行

や愛着も強く感じら

質の良い仕事をしてい

人置こつこつ仕事を

の会社には必要である﹂

れ︑それがお客様に伝

くことが︑今まで以上

ば先代とは︑ほどよく

この話を︑そのまま

わり厚い信頼を得てい

と話されていました︒

言葉通りに聞くとなか

1℃刻みで幅広く設定でき、

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。

二二温度は3〜16℃まで

@
@
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バランスのとれた良い
関係の中で仕事をして
いたのでしょう︒
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古池農機社長

騒㊧

お米のおいしさ、鮮度そのままに貯蔵。
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先代や社長︑専務
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