
  
  中山間地域における家族経営の展開と管理

  誌名 農業経営研究
ISSN 03888541
著者名 永井,進

井坂,友美
発行元 全国農業構造改善協会
巻/号 50巻4号
掲載ページ p. 39-45
発行年月 2013年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



39 

|| シンポジウム論文~I 〔農業経営研究第50巻第4号， 2013J 

中山間地域における家族経営の展開と管理

永井 進*・井坂友美**

I はじめに

永井農場は，水稲と酪農の複合経営を主体とし

た法人として，中山間地域である長野県東御市和

地区を中心とした地域農業の主要な担い手となっ

ている。祖父や曾祖父の世代にはわずかな資産し

か持っていなかった本経営体は，父の世代から

徐々に規模を拡大してきた。父が就農してから現

在に至るまでの半世紀に，当社はどのように経営

を発展させてきたか。また，その過程で経営管理

がどのように変化してきたか。第E章で経営の概

況について紹介したあと，第E章では経営内の役

割や権限の分担，雇用労働の管理などの側面に焦

点を当てて整理・検討し，第百章でまとめを行

つ。

E 経営の概況

1 地域の概況

第1図に示すように，東信地域と呼ばれる長野

県東北部に位置する東御市は，浅間山・湯の丸山

のなだらかな南面傾斜が続き，東から西へ千曲川

が流れている。標高が400~1，000m，年平均気温

が10
0

Cと冷涼であり，気温の年較差・日較差が大

きい内陸性気候である。また，年間降水量が

800mmと少なく， とくに冬の積雪はほとんど見

株式会社永井農場

付東北大学大学院

第1図東御市の位置
資料東御市ホームページ。

られない。さらに，年間平均日照時間は1，805時

間と多日照地帯となっている。このような自然条

件から，古くから水稲と酪農，果樹がさかんで、あ

る。また，長野新幹線や上信越自動車道が開通し

たため交通の利便性が増す一方で、，さらに兼業化

が進んで、いる。東御市の総農家数は2，547戸，販

売農家数は1，477戸であるが，販売農家のうち，

専業および第 1種兼業農家は522戸，第2種兼業

農家は955戸である (2010年時点)。総農家による

経営耕地面積は1，765haである。

東御市は，千曲川を挟んで北側の東部町と南側

の北御牧村が合併して発足したが，永井農場は旧

東部町の和地区に位置し，標高は540mである。

和地区の総農家数は547戸で，経営耕地面積は

318haである。経営耕地のうち，水稲と畑作の割

合はほぼ半々となっており，また長野県で最も古

い巨峰の産地でもあるため樹園地としての利用も

多い。
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2 経営の現状と沿革

(1) 経営の現状

2009年に設立した株式会社永井農場は，現在4

名の役員と 12名のスタッフ(この他に会長夫婦お

よび、アルバイト 8名，研修生 l名)によって構成

され，水稲と酪農を中心に，果樹・野菜も合わせ

て経営している。経営の概要を第 1表に，また水

稲・果樹・野菜の作付体系を部門ごとに第2表に

示す。水稲は 3haの自作地と24haの借地に加え

て， 25haの作業受託を行っている。自己負担で

ライスセンターを設置して乾燥調製と籾摺りを行

い，その8割をコシヒカリの生産，残りを加工米

(餅)，酒米，飼料米 (WCS) に充てている。

また，酪農はジャージー種5頭を含む乳牛38頭

を飼育しており，公団事業によって固から借りた

6.5haの牧草地を利用している。さらに，果樹と

しては当地区でさかんな巨峰に古くから取り組

み， 55aを経営，野菜としては換金作物のアスパ

ラガスとニンニクに取り組み， 70aを経営してい

る。また，農場から自動車で約30分の距離にある

軽井沢にアンテナショップを設営し，客層の需要

に合った朝採りの野菜(タマネギ，トマト，ナス，

ピーマンなど多品目を30aで栽培)やジエラート

を販売し，年々充実している。さらに，作業委託

者である地域の農家から米を仕入れて自社産とは

別ブランドで販売している。この仕入販売を除け

ば，米を主力としたバランスの良い複合経営が成

り立っていることが，売上比率に示されている。

2010年の売上高は 2億8，000万円，農業所得は

3，300万円であった。また，売上の 1%をフリー

ペーパーなどの広告やパッケージの費用として予

第1表永井農場の経営概要

部門 規模 収量 施設 機械 売上比率

自主作付 27ha 630kg/10a フイスセンター l棟 乗用トフクタ -9台 20% 

作業受託 耕起・代掻き 7.0ha 農舎 l棟 田植え機3台 7% 

水稲 田植え 5.5ha コンパイン 4台

刈取り 12.5ha 乾燥籾摺り機

言十 25ha 

経産牛 26頭 7.806kg/頭 牛舎 1棟 搾乳機 8% 

酪w.! 育成牛 12頭 堆肥舎2棟 牧草収穫作業機

牧草地 6.5ha タワーサイロ 1車車 油圧シャベル l台

果樹 巨峰 0.55ha 1，200kg/10a スピードスプレヤー 2台 6% 

アスノTフガス 0.40ha 330kg/10a ピーールハウス 4中東 ブームスプレヤー l台

野菜 ニンニク 0.30ha 900kg/lOa 

その他 0.30ha 

餅 (12t) 加工場2棟 もち製造機 8% 
農産加工

煎餅・あげもち ( 4t) 

ショッブ' ジェフート (52t) 震売施設 l棟 ジェブート製造機 11% 

米 (404t) ナチユフルドフイス 40% 
仕入販売 トッカー 1

冷蔵庫 2台

生産部門における汎用機械 耕起作業機

乗用モアー l台

注 ( )内は平成21年度の数字。

第2表作 付 体 系

l月 2月 1 3月 4月 5月 16月 7月 8月 9月 110月 111月 12月
堆肥散布・耕起 I I I I I I I I I I 

水稲 I I I I育首準備
播l種耕l起・代l掻

I I I I I I I I 
I I I I I I 田植え I I I I 収穫

巨峰 第定整枝・誘悶 I I 摘房 自粛粒 収穫・出荷II I I 

アスパラ
堆肥散布 除草 収穫 稲葉マルチ 1 1 I I I I 

I I 1 1 1 I I 病害虫防除 1 I I I 
I 1 1 1 I I I I I I I 土づくり

ニンニク 除草・防除 J I L_-' I I I 1 1 1植え付け
I I I I I I I I 収穫 乾燥 選別・出荷 I I I I I I 



算化し，ブランデイングに力を注いでいる。

(2) 経営の沿革

経営の沿革は第3表に示す通りである。 1962年

に父が就農した時点では， 70aの自作地と30aの

借地， 1頭の乳牛という経営規模であった。農地

の借入による水稲の規模拡大が難しかった当時，

旧農業基本法の選択的拡大に沿って乳牛を多頭化

し巨峰とアスパラガスを導入したことで高度経

済成長の波に乗り，高収益を得た。その後，農用

地基盤整備事業(公団)に伴い1983年に牛舎を移

転することで，多頭化した酪農経営の拠点を確保

した。また平成に入ると，バブル経済とともに

徐々に水田の借地や作業受託が増加していった。

北海道の酪農学園大学を卒業後， 1991年に20歳

で就農した当時は，米の流通自由化が進展してお

り，祖父母・父母とともに 5人で積極的に販路を

開拓した。生産だけでなく販売をも手がけるため

には意欲のある雇用労働が必要となり， 5年後の

1996年に有限会社永井農場を設立した。翌年には

公庫資金4，500万円を借り入れて事務所と加工場

を建設し餅や煎餅の加工・販売を開始した。ま

た， 2003年には公庫資金6，200万円を借り入れて

年産750tのライスセンターを建設し地域の農

家約300戸に有料で利用されている(第 4表)。

2009年，父親が65歳を迎えた契機に自ら経営責任

者となって株式会社に改組し，酪農部門における

加工販売事業に着手した。公庫資金2，000万円を

借り入れて建設した軽井沢のアンテナショップに

おいてジエラートの販売を開始し，現在は4名の

中山間地域における家族経営の展開と管理 41 

第4表 ライスセンター使用料

作業工程 使用料

稲刈り 21，000円/10a

乾燥+籾摺り 1，650円/60kg

籾摺り 600円/60kg

精米 400~600円/60kg

スタッフと 8名のアルバイトがショップで働いて

いる。

3 経営理念とコンセプ卜

株式会社設立時に掲げた経営理念は，永井農場

の全ての関係者に「よろこばれる」ことである。

これを存在意義とする当社のコンセプトは，第一

に「有畜複合経営による有機リサイクル農業の実

践」である。果樹・野菜や加工品を積極的に展開

しているが，当社の柱となっているのは水稲と酪

農の複合経営である。この 2部門は循環型農業の

核にもなっており，牛糞にもみ殻・米ぬかを混合

して堆肥舎で堆肥を製造し，その堆肥を水稲の肥

料に使用し，さらに稲葉を牛舎の敷き藁や粗飼料

の一部として使用するという有機リサイクルを成

立させている。水稲の面積が増加してきたため，

一部他の肥料を使用しているが， f昔地24haのう

ち21haで長野県独自の「信州の環境にやさしい

農産物認証制度」から認証を得ている。また，農

繁期が限られる稲作だけでなく，通年の作業が必

要となる酪農部門は，従業員に安定した仕事を提

供する点でも重要で、ある。

第二に， I自分たちのつくったものを自分たち

第3表永井農場の沿革

年 農場 農産物-加工品

1962 父が就農する

1983 牛舎を移転する

1991 就農する

1992 首都圏の顧客に米の直販開始

1994 首都圏の米穀1苫・スーパーマーケットにて米の直販開始

巨峰の直販開始

1996 有限会社永井農場を設立する

1997 事務所・加工場を建設する 餅の販売開始

1998 煎餅の販売開始

2003 フイスセンターを建設する

2009 株式会社永井農場に改組する 軽井沢にアンァナショップを設立・ジ、エブートの販売開始
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で販売できる環境づくり」である。有限会社設立

の背景ともなった米の直販の拡大は， 1993年の大

冷害時に定量定額での販売を継続したことも信頼

構築の契機となり，現在では首都圏の飲食庖や

スーパーマーケットのみならず，通信販売で 1万

2，000件に及ぶ顧客のデータベースがある。今後

は直販を開始した20年前から一貫した価格体系

( 5kg当たり3，000円)を消費者に理解してもらい，

新規の需要を確保することが課題となる。また，

唯一自分たちで加工販売することができず全て系

統出荷していた牛乳についても，株式会社への移

行とともに一部をジエラートとして加工販売する

ことができたことは，大きな一歩となった。

第三に， I地域農業振興の核となるような経営

体」である。和地区の永井農場は，南東を新屋，

北東を東上回，西を海善寺の3集落に固まれてい

る。旧東部町は1978年から1990年にかけて行われ

た基盤整備事業によって 1筆20aおよび畦畔率

15%に整備されたが，永井農場の周辺の農家はほ

とんどがこの 1筆の田を所有するのみの自給的農

家である。最近5カ年，この3集落において高齢

化した農家からの作業受託が急増している。もち

ろん借地による面積規模拡大のメリットは明らか

であるが，こうした自給的農家が自給を続けるた

めの手伝いをするという基本姿勢から，農地貸借

ではなく作業受託を委託農家に勧めている。この

ように，面積規模を目標とするのではなく，当地

区において生活と生産を持続する農家との信頼関

係の構築を第一の目的としている。

E 経営発展の過程と管理の変化

1 経営内の役割分担

1996年に有限会社を設立するまで，家族経営で

可能な範囲内で，バランスを考慮して複合経営を

営んで、きた。父が就農した1962年からの10年聞は，

乳牛の多頭化を図ったため酪農の規模が拡大した

が，それ以来40年間はほとんど規模の変化はない。

一方，パブ、ル経済を背景として水稲の規模は着々

と拡大し，米の直販を開始した1992年からの20年

間で約4倍に拡大した(このうち就農後に取得し

た農地は，本人名義の1.5ha)。欧米研修で有畜複

合経営を学び，それを家族経営で展開することを

目指していた父の理念を引き継ぎながらも，自ら

加工・販売を手がけて地域農業を支えていくため

には，家族だけではなく意欲ある雇用労働が必要

であった。そのため有限会社を設立し，さらに株

式会社に改組し，現在は第5表の役員構成のもと，

第2図のようなユニット体制で経営を展開してい

る。当社において，経営全体の方向性を示すのは

社長の仕事であるが，義理の弟である専務(第5
表中のB)が生産全般の責任者となり，妻(同A)

が本部ユニットの責任者として経理を担当(顧問

の会計士と相談の上，部門別に経理を把握してい

る)，妹(同C)は経営戦略ユニットの責任者と

して加工を担当している。この4名の役員で株を

持ち合い，役員会議によって経営の意思決定がな

される。

組織のユニット体制と役員構成は，当経営が企

業経営であるか，家族経営であるかを議論するた

めの重要な指標となろう。会社を設立する以前は

第5表役員構成ほか

続柄 年齢 役割分担 年間農業労働時間

永井進 本人(長男) 42 社長(総務・労務・販売) 3，000時間

A 妻 44 (経理) 1，500時間
役員

B 妹の夫 40 専務(生産全般) 3，000時間

C 妹(長女) 40 (加工) 2，400時間
D 父 68 会長(経営全般) 2，400時間

会長夫婦
E 母 68 (生産・野菜・果樹) 1，500時間



生産ユニット(生産)

役員 1名(妹の夫B)+スタッフ 6名

経営戦略ユニット(加工・販売)

役員 l名(妹C)+スタッフ 5名

本部ユニット(経理・総務)

役員 2名(永井進・姿A)+スタッフ l名

中山間地域における家族経営の展開と管理 43 

妹の夫B 永井進

第2図 組織図と役員・スタッフの配置

家族内で、随時仕事を分け合っていたが，現在は家

族以外のスタッフを含めてユニット体制を構築

し，各々が自分の役割を明確に意識している。こ

の点では，当経営は客観的にも企業経営であると

言えよう。しかし，とりわけ仕事の柔軟性を必要

とする農業経営においては，固定化された従業規

則に違和感を禁じえない。経営を企業化するなか

にな家族的な要素を残していく必要があると考

え，意思決定機関である役員は家族による構成と

した。この点では，当経営の中核はいまだに家族

経営であるという実感を伴っていることもまた事

実である。

2 雇用労働の管理と問題点

第2図に示したように，雇用労働12名の労働力

配分は生産ユニットに 6名，経営戦略ユニットに

5名(うち 4名がジエラートショップ)，本部ユ

ニットに 1名となっている。それぞれ専任のス

タッフとなっており，とくに第6表を見る限り，

生産ユニットのうち酪農部門は雇用のウェイトが

高くなっているが，ユニット内での代替性がある

のみでなく(たとえば生産ユニット内では酪農の

専任で、あっても農繁期には稲作の作業に加わる)， 

ユニット間での代替性もある。実際に生産ユニッ

トで3年の経験を積んだスタッフが，現在は経営

戦略ユニットに移動してジ、エラートショップの庖

長となっている。当社は生産あっての会社である

ため，スタッフに生産現場を経験させることを重

ネ見している。

スタッフはインターネットを通じての希望が多

く，地区内出身者から県外出身者，農家出身から

非農家出身までさまざまな若者で構成されてお

り， 6割程度が女性である。こうした雇用労働は，

家族経営の限界を克服して農産物の加工や販売に

よって利益率を向上し，地域農業に還元すること

を可能とするが，次のような問題点が挙げられ

る。

(1) 経営理念の共有

家族のみで農業を営んで、いた場合には， とりわ

第6表永井農場の部門別労働時間

(単位時間)

生産ユニット 経営戦略ユニット 本部ユニット

農業労働総計 水稲 作業受託 酪農 巨峰 ニンニク アスパラガス 加工 直売 総務経理

言十 33，900 3，300 1，300 5，860 1，120 1，020 490 3，860 9，850 7，100 

役員 男 7，600 2，500 900 100 300 100 100 100 300 3，200 

女 4，820 300 60 260 2，700 1，500 

スタッフ 男 8，760 470 180 5，040 40 20 20 640 2，350 

女 12，720 330 220 720 480 840 110 420 7，200 2，400 

注。 1)平成21年度の数字。

2)当時の役員は，第4表の6名を指す(現会長夫婦を含む)。
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け言語化を要さずとも経営理念や判断を相互に理

解することで経営が成立してきた。とくに祖父や

父の世代には，食事の後に必ず団壌の時聞をとり，

意志を共有してきた。しかし家族以外のスタッ

フの人数が増加するに伴い，自分の意志が十分に

伝達されているかどうかが不安となってきてい

る。前章第3節の「よろこばれる」という標語は

そのために打ち立てたものであるが，今後は会長

である父や自分の考えを 誰にでも分かりやすく

共有できるものにすること(暗黙知の形式知化)

が課題であると考える。

(2) 技術・管理の継承

さらに，経営に対する考えだけでなく技術・管

理も継承されなくてはならない。家族経営であれ

ば，労働力は自然と年代順に構成されるが，現在

の当社のスタッフは新卒の20代が中心である。中

途採用によって30代も加わりつつあるが，今後は

このような中間層を育成することも重要で、ある。

ただし，血縁関係であれば将来にわたって継続し

て経営に携わる見通しがあるが，血縁関係にない

スタッフは 3年ほど当社で経験を積むと独立する

ことを考え始め， 6~7年で独立をしてしまうこ

とが多い。その場合，当社の販売先に組み込むな

どしながら独立してもらうことも考えられる

(2006年に立ち上げたワインプロジェクトから 2
年後に独立した株式会社リュードヴァンなどはそ

の例である)。ただし，あくまで独立した経営者

の創意工夫を尊重するよう，緩やかな連携を図っ

ていく必要があると考えている。

当社はスタッフを労働力として雇用するという

よりも，経営のパートナーとして考えており，い

ずれはスタッフも株を持って経営の意志決定に加

わるべきと考えている。会社設立から16年が経過

し，今後，家族以外の意欲あるパートナーととも

に農業経営を展開していくためには，経営の中核

を担うスタッフをどのように育成し，定着させる

かが課題となる。さらに事業規模を拡大して経営

権の一部を移譲するということも考えられるが，

これまでのように結果として事業規模が拡大する

ことはあっても，それを目的とすることはしない。

したがって，そのような状況にはまだ至っていな

いというのが現状である。

3 規模の拡大に伴う問題点と取組み

(1) 面積規模の拡大

中山間地域において水稲の面積規模を拡大する

にあたって， 2010年現在170戸から借地， 87戸か

ら作業受託(この他， 165戸から育苗と籾摺りの

作業受託)をしているものの，農場から半径3
km以内に 8割の農地が集約されているため，分

散錯圃は問題となっているわけではない。それ以

上に，現在直面している第一の問題点は畦畔管理

である。当社周辺では，通常，農地貸借をした場

合に畦畔管理を担うのは地主ではなく利用者であ

る。畦畔管理については機械化が困難であるため，

当社では~墓水の前の除草剤の散布と，田植えの

後の畦草刈りを人的労働力の投入によって行って

いる。今後は圃場内から畦草の刈取を行うための

機械や，あるいは大規模農家から畦畔管理を受託

する組織を作ることによって，この問題に対応し

ていく必要があると考える。

第二に，作業期間の問題である。当社は田植え

には 8条植えの田植え機 3台を使用して約 1カ

月，刈取には 4条刈のコンパインを 2台と 5条刈

と6条刈のコンパインを l台ずつ，すなわち計4

台を使用して約 1カ月半を要する。作業適期を過

ぎれば品質が低下するため作業受託を優先的に取

り組むが，品質の問題をカバーしたとしても，こ

れ以上規模拡大を進めれば丁寧な作業が出来なく

なるおそれがある。また全面受託が増えてくれば，

畦畔管理に労働力を要するためスタッフの人数を

少々増加する必要があるが，スタッフの人数と施

設の整備状況から勘案して，現在の50ha前後と

いう規模は適正規模と言ってよい。

ただし，当社が借地や作業受託をするのはス

ケールメリットのためではなく，あくまで地域の

農家が農業を続けるためのアプローチである。経

営の見通しを立てるために長期の借地をするので

はなく，農家ができない作業をフォローすること

や，定年帰農する人には農地を返すことを基本的

な考えとしている。今後は地域から借地や作業受

託の要望が増加してくる見込みである。当経営は

もともと小規模農家であり，担い手として地域か
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ら育ててもらったという実感があるため，今後は 金を利用しようという考えに立っている。

経営にとって適正規模かどうかを考えるのみなら

ず，地域の要望に応えていく必要があるのではな

いかと考えている。

(2) 事業規模の拡大

また酪農に関しては，これ以上規模を拡大する

つもりはなく，むしろ現状の規模で経営を深化さ

せることが重要であると考える。今秋から取り組

もうと考えているのは，飼米H乍りとチーズの加工

販売である。現在，飼料は粗飼料の一部に自社産

の稲葉を使用しているのみであるが，カロリー効

率の良いデントコーンなどを作付することで，酪

農部門を自社産の飼料で全て賄うことができるよ

うになる。そもそも海外依存度の高い酪農に危機

感を抱いており，酪農生産者が自ら飼料を作るこ

との重要性を，チーズの加工販売まで手がけるこ

とによって消費者にも理解してもらうことを目指

している。

この取組みを始めるにあたって，飼料作りのた

めの農機具が必要となるため. 6次産業化推進補

助事業を利用しようと考えている。経営の自立性

を損なわぬよう，補助金のために経営方式を変え

ることはしないというこれまでの攻めの経営方針

に変わりはないが，今回は経営方式に合った補助

N おわりに

以上，半世紀にわたる本経営の展開過程と管理

の変化について概観した。父親が就農して以来，

乳牛の多頭化と野菜・果樹の導入を進め，自ら就

農した後に，主に水稲の規模拡大を進めてきた。

また米の販売を積極的に行うため，雇用労働を増

やしたことを背景として有限会社を設立し，米の

加工をも手がけることとなった。さらに2009年に

は株式会社を設立して，雇用労働力を活かして生

乳の加工・販売にも取り組んでいる。それでもな

お経営の中核は家族経営であると考えているが，

それは就農して以降，雇用労働による事業規模の

拡大を進め，ある意味では家族経営から離れてき

たことで，改めてその重要性を実感したためとも

言える。また家族経営を基本としながらも，ジ、エ

ラートショップの運営はスタッフの自主性が強

く，このことは我が経営体の新たな一歩でもある。

今後はなるべく現状の規模を維持しながら，生ま

れ育った和地区のためにできることを考え挑戦し

ていきたい。
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crease in expected income demands an increase in total working hours， and this is achieved by hiring 
labor when family members reach the limit of their labor supply. Growth in the amount of hiring 
leads to an expanded equilibrium which increases family labor productivity and land productivity. The 
reason is that the marginal productivity of hired labor is greater than the wages paid. As long as this 
holds， the use of hired labor in the production venue makes economic sense. 
In such farming， the place of hired labor is shifting from supplementary labor to core labor， and the 

number of hired workers is rising. The focus of labor management is becoming more sophisticated 
and is moving from working conditions， wages， and employee benefits toward the non-economic moti】

vation of managing human relationships， education and training， and managing the willingness to 
work 

A Comparative Study between Family Farms and Business Enterprises in 

Enterprise Farms of Paddy Field Agriculture 

Kazuhiko HOTTA (Tokyo University of Agriculture) 

The main purpose of this study is to make clear the difference in management styles between fami-
ly farms and business enterprises in enterprise farms of paddy field agriculture. In this study， we 
compare management awareness， management structure and business management methods be-
tween family farms and business enterprises in the enterprise farms of paddy field agriculture. 

As increases in scale economy and diversification progresses， the character of enterprise farms 
tends to become more profitable and increase the number of full-time employees and to educate mid-
dle men as managers. 
But， enterprise farms are not homogeneous. Some enterprise farms still continue to have decisions 

made by family members， even as farm size enlargens and the number of full-time enployees increas-
es. 
Finally， the style and character of enterprise farms depends on the goals that managers aim at and 

their ability to manage employees' and family members' labor. 

Evolution and Management of Family Businesses in Hilly and Mountainous Areas 

Susumu NAGAI (NAGAI F ARM Corporation) 
Yumi ISAKA (Graduate school of Tohoku University) 

NAGAI FARM Corporation manages rice cropping and dairy， and plays a major role in the regional 
agriculture of Kano area in Tomi ward， Nagano Prefecture. Our very small farm gradually expanded 
to around 50 ha of paddy field， 40 head of cows and production of vegetables and fruits. This paper 
explains how the management of our farm has developed especially focusing on the process of estab-
lishing a company. 
The second section introduces Kano area in Tomi ward where our farm is located and provides an 

overview of our farm management. The corporate history is described beginning in 1962 when my fa-
ther was first engaged in agriculture. Our farm had only 1 hectare of paddy and 1 cow at that time. 
After the old Agricultural Basic Act was enacted， we expanded the scale of dairying and introduced 
grapes and asparagus. When 1 myself became engaged in the farm in 1991， we started to increase the 
scale of paddy fields and tried to develop channels for sales in a liberalized rice market. As the size of 
our farm expanded， we needed to employ new staff in addition to family members in order to cope 
with the need to market as well as to produce. Under that situation， we established a limited liability 
company in 1996， and started to undertake rice products processing. The company was reorganized 
and went public in 2009 with twelve staff members， and a satellite store was opened to sell gelato 
made with our own milk. 
The concepts underpinning our farm management are expressed as follows; 1) Practicing organic 
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agriculture， i.e. recycling in rice and dairy through the composting of rice straw， 2) Creating an envi 
ronment to sell our farm products through marketing by our own company， and 3) Becoming a core 
management unit of our community and encouraging regional agriculture. Through these concepts， 

we aim to be a management unit which is supportive of our stakeholders. 
The third section describes the division of roles in the management of our farm. Our farm operates 

with three units; a production unit (producing)， a management strategy unit (processing and selling) 
and a headquarters unit (accounting and general affairs). My wife and 1 are in charge of the headquar-
ters unit and have one other staff assigned to it. My sister is in charge of the management strategy 
unit and has five other staff memers working with her， and her husband is in charge of the produc-
tion unit with six other staff members. These four family members compose the board， and my par-
ents became chairpersons for giving us advice. Considering such a situation， our farm can be called a 
“family business" because the decision making organization is constituted of family members. On the 
other hand， it can be called a“firm business" because we define each management role and establish a 
unit system. 
Furthermore， the problems concerning employed staffs are pointed out. First， it is more difficult to 

share the management philosophy with all staff members than keeping it within the family. In a firm 
business， an understandable slogan is needed to share the original thought of my father and myself 
with employed staff members. Second， some staff leave our company after being trained on our farm 
for several years. The inheritance of agricultural skills and management within the firm is a challenge 
for the future. 
Along with these situations， the increase of paddy land transactions is expected. We need to re-

spond to regional requests on our五rmbecause the trust relationships established with other farmers 
of the region are very important for us. We intend to repay them， partly through undertaking dairy 
products processing， and selling our products more aggressively也anever before. 

A Case Study of Management of Family Farm Accompanying Enlargement of 
Farm Size in Paddy Field Area 

Takayuki NOGAMI (NOGAMI KOUSAKUSY A) 
Yasuhiro OKAZAKI (NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center) 

This paper focuses on farm management reform accompanying the enlargement of farm size in a 
field husbandry farmhouse in a paddy field area. The management makes reference in this paper to 
four points; production control， sales management， personnel management， and financial management 
The study case is the “NOGAMI KOUSAKUSY A" family farm in northern Kyushu. On this farm， four 
kinds of crops are grown -rice， soybeans， wheat， and persimmons. This farm has been authorized as 
a farm unit that has their own farm management improvement plan approved the municipality since 
1995. From that time on they have enlarged farm size. The aggregate planted area is 48.3 hectares， 

which represents a doubling over the past ten years. The following management operations were per-
formed during that time. 
Production control: the omission of spray work through pool raising of rice seedlings; improve 

ment of work efficiency using large machines; setting up a rice processing facility; and the improve-
ment of the operating ratio of machines and facilities through the implementation of partial farm 
work contracts 
Sales management: value added improvements by practicing sustainable agriculture; selling price 

improvements through direct sales of products; and sales promotion via a website. 
Personnel management: using temporary employment which utilized the senior manpower center; 

and farming instruction for the successor who has worked here since 2009. 
Financial management: tax savings by the change to a blue return. In addition， the necessity for 

short-term borrowing has fallen with enlargement of farm size. It is because cash earnings can be ob-
tained every year through direct sales of rice. 
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