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商
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あなたのお店を毒見﹇
そ

一轍機は農家を助けるため︑そして ㎝

̲家に儲けてもらうためにある︒
博ｮ 会 社 西 岡 商 会 −
西岡商会の初代社長︑西岡彦二氏が井関農機㈱創業者の井関邦三郎氏と出会い︑﹁農家の過酷

な労働から解放し︑農家に儲けてもらうため﹂︑その思いに感銘し︑その思いは今に受け継が

代表取締役社長

西岡

均氏︶を訪問した︒

れ︑未来に引き継ぐため︑10年後を見据えた農機店の姿を模索している株式会社西岡商会︵徳

島県小松島市中郷町前田10511
野菜が最も多く︑米は
から始まり︑やがて農

その一／3程であるが︑ 馬旦ハを含む急傾ハの販売

械を販売してほしい﹂

となって井関の農業機

として創業︑農業用の

県南では米の生産額の
思量ハ・農業機械の販売

徳島県は山間部が多

比率が高まっている︒

と︑時代の変遷︑農機

ンターの新設︑本社移
転等が行われ︑事業規

っているとのこと︒

ことがあり︑心強く思

して︑経営のことは自

西岡社長は経営者と

◇

また安雄氏が社長に

模が拡大していった︒

就任してからは︑農機

あの﹃機械屋﹄に任せれば安心

と思わせる信頼を勝ち取る

任せられるように努め

家を育て︑その農家に

やる気のある有力な農

り一層情報力を高め︑

てもらうこと︒壊れた

重労働から解放し儲け

の本来の姿は︑農家を

必ず壊れる︒﹃機械屋﹄

事になる︒これまで以

機械をフォローする技

近隣の新規就農者の

かなくてはならない︒﹂

上に技術力を高めてい

術力はこれから特に大

半数以上はおそらく経

◇

営的に軌道に乗ってい

ていきたい︒

地元農業の実情を見

◇

たとき︑条件の悪い土

ないと思われる︒

入等を農機販売店が担

で︑新規就農者に選ば

は︑農業を基軸とする えるようにすること

く可能性︑条件の良い

地が放棄地となってい

今後の経営について
ことに変わりはない︒

ことが求められる︒

れる農機販売店となる

思うが︑新規就農者を

複合的なものが多いと

題や︑経済的問題など

これは農業技術的問

じている︒﹂と話すが︑

退していくだけだと感

先は見えない︑ただ衰

とをしているだけでは

﹁しかし︑昔と同じこ

していかなくてはなら

農家戸数の減少に対応

利益がでないため撤退

の若いセールスには特 規模法人が参入したが

土地でも企業参入や大

に︑農業経営の相談に

支援するためには︑初

新規就農者と同世代
が︑一方において︑非

がある︒

し放棄地になる可能性

ない厳しい状況である

農家が新規就農するケ

を注いでいる︒

乗れるような教育に力

それでも﹁農業には未
ースも増えている︒野

こよりも小回りが利

にも可能性がある︒ど

来がある︒大規模農
菜地域では新規就農で

農機販売店として放

いけるように有益な情

農業を根気よく続けて

家︑小規模農家いずれ

また補助金に頼る農

には心が痛む︒これ以

棄地が増えていくこと

古農機を推奨したり︑

期投資を抑えるよう中
認定農家となって規模

といけない︑と思うが

き︑どこのお店よりも

業からは抜け出さない

報を発信していくこと

地域にあった農家の利

きた︒

上放棄地を増やさない

が大事になると思う︒

拡大している人もでて

現実の対応としては︑

れるまで管理・運営す

ため︑次の農業者が現

以前と比べ農地も借

のであれば提案してい

経営の安定につながる

ﾌ他に川崎のオート 身で判断することだ

その中で新規に農業を

りやすい環境になり︑

理店となった︒

が︑現場の声は従業員

益につながる提案がで

が運んできてくれるこ

事業として継続して
設備を事業の柱として

また2代目社長︑西 バイ︑ダイキンの空調

西岡商会は︑徳島駅

の進化とともに会社は 岡安雄氏も生前︑井関

した地域で︑県南は粘

と言われ徳島県の総代

がよく野菜の栽培に適

く︑吉野川の下流は土

◇

土質で水はけが悪く︑

稲作中心の地域となっ

の﹃機械屋﹄に任せれ

きること︒そして︑あ
に対して真っ白で意欲

始める人の多くは農業

いくためには︑新規就
と︑従業員の意見を聞

今後このことを事業

農者のつながりをつく
くことで自分の足元が

日本の人口は減って

として続けていくこと

る︑つなぎ役となるこ
も乗り経営も安定拡大

展開し︑時代の流れに

も世界の人口も食料需

とも考えなくてはいけ

のある人との印象を持

から車で約25分︑J成
R長し︑今年で創業97 邦三郎氏に会い︑人徳

が高いので︑その意欲

要も増えている︒これ

◇

牟岐線中田駅から徒歩

がさらに増すよう誠心

る︒

ている︒農業産出額で

見えることもあるから

誠意︑儲かる農業を提

また販売した農機に

年を迎えた︒

みても徳島県全体では

と︑日ごろから積極的

が求められるかもしれ

ば安心と思わせる信頼
した︒

に従業員と話しをする

ないが︑実際に行うと

るお手伝いも重要で︑

ち︑﹁農家のために﹂と

しかし︑基本は農機

から先︑必ずチャンス

ないと思う︒

ｪの国道55号線沿い 当社が井関の機械を

であることから︑農機

はある︒農業の新たな

を得られるようになら

の思いに強く惹かれた

いる︒

案することを心掛けて

なければいけない︒﹂﹁

と語っていたそうで

ようにしている︒

に行っている︒

扱うようになったきっ

とかけ離れたオートバ

そのお手伝いも積極的

当社は大正8年︑徳 かけは︑昭和初期に現
す︒

業をしていた西岡彦二

島県阿南市において農
と出会い︑農家を過酷

在の井関農機㈱の創業

西岡社長は﹁将来に

芽を見極め︑大事に育

までできるか︑読み切

いので︑果たしてどこ

なれば赤字にはできな

ならないと考え︑その

上げてもらわなければ

農機に見合った収益を

に︑前面に押し出して

型農業を従業員ととも

の波に飲まれる︒提案

だけしていたら︑時代

受け身で言われたこと
最近話を聞いて感心
したことは︑ある従業

てていくことが︑これ

イの販売は終息するこ

昭和24年に小松島市 ととなった︒

まで以上に大事になっ

に店舗を開設し﹁西岡

者である井関邦三郎氏

にある︒

10

氏が﹁西岡農月旦ハ店﹂

るとワクワク﹂すると

商会﹂として営業を開

ら︑新たに三反の畑を

とにも力を入れ︑農業

い危機感を持ちつつ

と考えている︒﹂と強

やっていくことが責務

も︑地元農業を支える

者を支援している︒

◇
新規就農者支援金など

から先の10年にチャレ

10年後にはリタイや 使命感を持って︑これ
農家が減っていく︑

増などでかなり多くの

は投資が必要となる︒

儲かる農業をするに

◇

お手伝いをしていくこ

夢を抱いている人を見
始︑昭和29年に有限会 大学で経年工学を学び︑

めた︑という話をして

借りて玉ねぎを作り始

れない面はあるが︑よ

ねぎの作り方を教えた

めに農機旦ハを普及させ

な労働から解放するた

3年経験を積んだ後︑

卒業後は井関農機で約

農業機械の時僅べ1

てくる︒

員が︑若い農業者に玉

たいとの思いに彦二氏

社となり西岡安雄氏が

た︒昭和36年には株式 入社︒平成25年代表取 くれた︒

現社長の西岡均窯は︑

三郎氏の人柄に惹かれ 代表取締役社長となっ

が感銘し︑また井関邦

会社に組織変更した︒

の補助金を生活費に使

ンジしょうとしてい

締役社長に就任した︒

でした︒その後︑昭和

たことが︑その始まり

とネガティブな話ばか

る︒

西岡社長は長男とし

れる︒日本の労働人口

お客様の減少が見込ま

Nに井関邦三郎氏か その後拡販に向け営業

りする人より︑ポジテ うのではなく︑投資に
ィブな話題を提供する 回せるように導いてい
て会社を継ぐことを早
くから決めていたそう

所を新規開設︑整備セ

が集まり︑やる気のあ

人には自然と明るい話

徳島県は︑農業就農

けられない︒

西岡社長は﹁会社を

長から﹁10年後の西岡

取材の最後︑西岡社

です︒また姉と弟はそ

支援センターで農業を

も減る︒その流れは避
れぞれ違う道を進むと

ジ畿﹄醜︒・醗

顧醸・冨穿諏蝕簸i瑚

くことが大事になる︒

羅

思っていましたが︑二

した︒

る信念と自信を感じま

い﹂との言葉に確固た
農業については県や

レずにやっていくこと

商会を見に来てくださ
を深めていくことがで

農協が担っている中

が大事︒﹂﹁農業機械は

以上︑農機販売業をプ

ことになった︒今は兄

きているように感じた

で︑経営面や機材の導

引き継いでやっている

弟で考えを交える中

とのこと︒

っかり育て︑つながり 学べる機関がある︒

で︑考えの幅が広がる

人と一緒に仕事をする

る農業者の若い芽をし

ゾり式

睡覇

酵こ騨

鐸軽震響器惣門攣
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ら﹁徳島県の総代理店

㈱西岡商会

話されていました︒

◇

◇

対して︑農家の方には

旦ハ
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