
（有）森谷ファームは、北海道北見市街から30

㎞ほど離れたところにある。この地へ入植して

80年以上の歴史を持ち、入植3代目である森谷

健吉氏が1992年に法人化し、畑35haでタマネ

ギや豆類、小麦、ビート等を生産している。売上

は2015年1月期8,200万円となっており、前

年度6,600万円から大きく成長している。

役員には、3代目の健吉夫妻と4代目となる長

女の裕美氏、裕美氏の従兄の男性の計4名が就任

しており、特に裕美氏は入植4代目の次期女性農

業経営者として経営を引き継いでいる最中であ

る。裕美氏は農業を支えてきた女性たちの想いを

後世に伝えるとともに、女性が自信をもって農業

へ関われる農村社会の実現を目指している。

従事者数8名のうち女性は5名で、役員の裕美

氏と母親以外に常勤パート3名が雇用されてい

る。繁忙期には臨時パートで10名（男性4名、

女性8名）が加わる。

１. 経営者の意識改革

家長制度が色濃く残り、妻は夫に従う事が当た

り前の農村社会で、祖母と母がいかに苦労してき

たかを、裕美氏は幼い頃から見てきたという。農

村を支えてきた女性たちの休みといえるのはお盆

と正月のみで、農作業が機械化されていなかった

時代の重労働を黙々とこなし、そうした境遇に不

満を言うこともなかった強く明るい祖母と母の姿

は、裕美氏の経営観に大きな影響をもたらした。

裕美氏は1993年に就農。経営に参画するにあ

たり、ワークライフバランス、雇用環境の整備、

女性の感性やアイディアを取入れた業務の見直し

を行う事で、女性が働きやすい環境を整える努力

を続けている。

有限会社森谷ファーム

代表者名 森谷　健吉 資本金 3 百万円

設立年 1992 年 2 月 1 日 売上高 82 百万円（2015 年 1 月期）

事業内容 生産（タマネギ、白花豆等） 経営規模 畑 35ha

従事者数 8 人（うち女性 5 人。女性内訳：役員 2 人、常勤パート 3 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
休暇（産前産後・育児・生理）、短時間勤務制度、育児休業代替要員
を確保、育児休業後の継続就業支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室・屋内・野外トイレの設置）、重労働等の業務
改善

次期女性経営者の目線で築くワークライフバランスのとれた労働環境

※登記時の法人名は「（有）森谷」

北海道北見市

※2016年3月現在
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２. 女性職員の役員への登用

裕美氏は2012年に取締役に就任。4代目とし

て父から経営を引き継ぐことに加え、森谷ファー

ムのある留
る

辺
べ

蘂
しべ

町の地域を盛り上げるために、

“白花豆”を用いた地域活性化にも取り組んでい

る。現在の森谷ファームの主な生産物であるタマ

ネギに加え、地元の特産物で生産量が日本一の白

花豆を、森谷ファームでも3haほど栽培してい

る。地元レストラン、菓子店、商業者、農業者、

酪農家とともに、白花豆の生産振興・PRを図る

ため「るべしべ白花豆くらぶ」を立ち上げた。裕

美氏は「るべしべ白花豆くらぶ」の初代会長に就

任し、白花豆を使ったスイーツの商品化やPR、

イベントの企画、地域活性化に取り組んでいる。

雇用の確保では、農業研修生、ボラバイト（ボ

ランティアとアルバイトの造語）の受け入れを国

内外から積極的に受け入れることで、交流と学び

の場としても機能させつつある。またホームペー

ジやフェイスブックページからの情報発信、ブラ

ンディングを行うことで、ネット販売を中心に新

たな販売先を獲得している。

３. 子育て・出産に係わる制度

以前は、多忙な時期は女性作業員側から休暇取

得を言い出しにくい雰囲気があったため、次期経

営者として改善を図る必要があると考えていた。

そこで森谷ファームでは、女性従業員が農繁期で

も臆することなく休暇取得を申し出られる環境を

整備している。その取組みの結果、女性従業員が

自発的に話し合うことができ、各自の都合に合わ

せて交代で休みがとれる環境ができあがっている。

自身も子供を持つ立場でもある事から、育児を

しながらでも仕事を続けられるように短時間勤務

制度も設けている。また、育児休業代替要員を確

保しており、育児休業後の継続就業支援も行って

いる。

４. 女性が働きやすい環境の整備

タマネギの収穫選別作業の立ち仕事用として、

座高調整可能な椅子の設置、畑の要所に牽引式の

水洗トイレの設置など、女性にとって身体的負担

の少ない作業環境を整備している。ワークライフ

バランスのとれた働き方により、農作業の疲労軽

減や女性の家事時間等の確保が容易となり、それ

ぞれが適宜リフレッシュしながら快適に作業へ取

組むことで、作業の効率も向上したという。

2015年からは障がいをもった方々の働く場と

して農業分野を提供する取組みを推奨する「農福

連携」に取り組んでいる。また、世界基準の生産

工程管理GLOBALG.A.P.を2016年3月に取得

する等、農業法人協会の視察勉強会などを活用し

ながら、次期経営者として日々研鑽を積んでいる。

審査委員の声
北海道に入植し80年以上、現在4代目と

して経営を引き継ぐ女性経営者である。

祖母・母親が農業の重労働で支える姿を見

てきたこと、ご自身が子育て中であることか

ら、女性が働きやすい職場改善に貢献。機械

化や椅子の設置、情報共有方法まで、従業員

の声に耳を傾ける調整型だ。

主力製品のタマネギに加え、日本一の生産

量を誇る高付加価値の“白花豆に対する誇り”

と、地域を巻き込んだ“ブランド化の意気込

み”が感じられるのも、女性ならではの、周囲

を巻き込む上手さだろう。加えてホームペー

ジも是非ご覧いただきたい。美しいオホーツ

クの農園風景、かわいらしいタマネギイラス

ト、そして写真ギャラリーには立派なタマネ

ギと子供たち！　生産物だけでなく、地域愛

とともに生活を感じさせるホームページに女

性の活躍を垣間見ることができる。

2015年度 農業の未来をつくる女性活躍経営体100選
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北海道の道南、今金町に位置する（株）ぴりか

ファームは現在、4戸の農家から構成されてい

る。1999年に法人化し、田45ha、畑92ha

で、コメやムギ、野菜（露地、ハウス）を組み合

わせた経営が行われている。なかでも、地元のブ

ランドジャガイモで食味の良さから市場での評価

が高い“今金男しゃく”は20haを、ニンジンは

11haを栽培している。

法人体制は、管理部門（販売・総務）と生産部

門から構成され、スタッフ12名のうち女性が4

人（管理職1名、一般職2名、常勤パート1名）

となっている。生産部門では、女性1：男性2の

比率で構成される作業チームが、最も効率が良い

と考え、作業を行っている。

現在取り組んでいる、直売所とインターネット

を通じた販売は、女性の発案を受けて始めたもの

で、運営も彼女たちに任されている。まだ売上こ

そ多くはないが、品質の高さが消費者に好評であ

る。

１. 出資制度は女性スタッフの発案

近年採用された“自己資金の増強方法”は、女

性社員が発案した仕組みとして特筆すべき効果を

もたらしている。これは法人内のスタッフ（役員

と社員）が、毎月一定額の出資を積み上げ、資金

調達をする。

元々は、将来の法人運営にあたり経営体質の強

化が課題と考え、様々な案（外部資金・ファンド

の導入等）を検討する過程で、浮上した方法であ

る。

これにより、そもそもの目的であった資本増強

という成果以上に、経営への積極的な関心の高ま

りが、従業員全体に認められるようになった。

農事組合法人ぴりかファーム

代表者名 末藤　春義 資本金 11 百万円

設立年 1999 年 10 月 1 日 売上高 172 百万円（2014 年 12 月期）

事業内容
生産（稲作、ジャガイモ、
ニンジン等）、消費者直売、
作業受託

経営規模
田 45ha、畑 92ha、
施設 1,346㎡

従事者数
12 人（うち女性 4 人。女性内訳：管理職 1 人、一般職 2 人、常勤パート 
1 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室の設置）、重労働等の業務改善、技術・知識の 
習得支援

女性提案の法人出資により経営参加意識が向上

※2016年3月現在

北海道瀬棚郡
今金町
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現場の仕事レベルでは、資材準備の確認作業、

作業計画の話し合い、研修会や講習会への参加意

欲の向上など、あらゆる場面で意欲が向上し、経

費削減につながった。その結果、高収量・秀品率

の向上や、収入増をも実現することができた。

このように、販売や経営への視点を持った女性

スタッフの存在が、法人運営そのものを大きく支

え、経営の成果向上につながっている。

２. 女性の活用、役員登用への道

生産部門の女性が病害虫の早期発見に優れた能

力を発揮してきたほか、男性と異なる目線で、仕

事の段取りについて意見ができる体制がとられて

きた。

またパートとして勤続10年、その後、正社員

となった女性が現在は管理職を務め、近く役員に

就任する予定である。女性の役員就任に関して

は、さらに経営についての研修も重ねながら、ゆ

くゆくは代表理事への昇進も視野に入れている。

管理職は、性別を問わず担当業務の管理責任をも

たせる点が一般職と異なり、責任感をもって仕事

にあたっている。

３. 子育て・出産に係わる制度

現在、育児に携わる社員が1名おり、子供の送

り迎えへの対応等、申し出があれば必要に応じた

柔軟な対応をとっている。

育児・介護に携わる社員を支援する仕組みづく

りは同組合の課題であり、情報収集を行いながら

今後、制度として整備していく意向である。

４. 女性が働きやすい環境の整備

女性だけの特別な育成・登用システムを用意す

るのではなく、たとえば大型特殊免許やフォーク

リフトの免許等は、現場作業に不可欠な技術とし

て、性別を問わず取得を勧めている。設備の改善

も折にふれ実施。壁・天井のリフォームを進めた

ほか、男女の身長差に対応するため、高さの違う

3種類の選別作業台を設置するなど、良好な労働

環境づくりに努めている。

スタッフが継続的に安心して働けるように就業

規則を制定し、季節雇用から通年雇用への変さら

にも、適宜対応してきた。

「月間予定会議」「週間予定会議」をひらき、ス

タッフ同士の情報共有の取り組みにも熱心であ

る。新しい分野についてのセミナーへも、随時参加

を促すことで、経営の多角化も視野に入れている。

審査委員の声
末藤社長自らが「男女関係なく」を自然体

で運営しており、最大の特徴は全従業員によ

る資本参加である。自己資本について、女性

従業員から「会社にとっていいことなら、皆

で出資してはどう？」という声があがるほど

の自主性に、ぴりかファームの意識の高さを

感じる。

末藤社長もこれに「社員が経営に参加する

意識を高められる！」と応じ、実現させた経

緯がある。

家族経営から事業へ……従業員の経営意識

を高めた、多様性あふれる経営の一スタイル

として、非常に興味深い。

女性の活躍という点では、男女混合チーム

での生産体制や柔軟性ある労働体制、そして

研修は当然、全員参加し、スキルとキャリア

アップにつなげている。男女ともに力を発揮

し、事業体を強くしようという想いに、今後

がさらに楽しみだ。

2015年度 農業の未来をつくる女性活躍経営体100選
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青森県上北群おいらせ町を拠点とする（有）柏

崎青果は、「ジャパニーズ・アオモリ」を世界に

売り込み、メディアでも大きく取り上げられるな

ど脚光を浴びる法人である。1968年に柏崎進一

氏により創業、1991年に法人設立された。

生産、加工・製造に加えて作業受託にも取り組

み、県内の自社圃場はもとより協力農家との連携

も行い、青森県の特産物である長芋、ニンニク、

ゴボウを中心とした生産拡大を図ってきた。

現在、長芋は取扱規模が年間3,500aまでに

拡大し、さらに世界22カ国への輸出取引の増大

により、黒ニンニク、ゴボウ茶の売上も増加して

いる。2015年2月期には年間売上高が15億円

に達し、現在は田0.3ha、畑10.5ha、施設1,181

㎡、加工場1,505㎡を経営している。

なかでも黒ニンニクは、2006年に開発成功し

てからたった8年で“4億円／年”が見通せる基

幹事業の一つに成長した。これにより企業全体の

年商も9億円から15億円へと躍進し、この成果

により「平成26年度6次産業化優良事例表彰

（食料産業局長賞）」を受けている。同じく平成

26年度には、売上高が前年度比約20％という、

驚異的な向上を果たした。

従事者数は、2011年度の54名から現在約

1.6倍に増員して90名。うち女性は73名、女性

の外国人研修生も11名受け入れ、女性活躍の場

として重要な役割を担っている。

１. 女性目線での商品開発を核とした 
イノベーション

柏崎青果では、市場価格に左右されない経営体

有限会社柏崎青果

代表者名 柏崎　進一 資本金 60 百万円

設立年 1991 年 3 月 1 日 売上高
1,530 百万円

（2015 年 2 月期）

事業内容
生産（ニンニク）、
加工・製造（ゴボウ茶）

経営規模
田 0.3ha、畑 10.5ha、
施設 1,181㎡、加工場 1,505㎡

従事者数
90人（うち女性73人。女性内訳：役員1人、一般職57人、常勤パート 
15 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
休暇（産前産後・育児）、育児休業後の継続就業支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室・屋内・野外トイレの設置）、重労働等の業務改善、
技術・知識の習得支援

6次産業化から海外輸出まで女性社員が中心的に活躍

※2016年3月現在

青森県上北郡
おいらせ町
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制をつくるため、かねてより様々な経営戦略を考

えていた。それは、1）地域内での付加価値化、

2）6次産業化による加工の高度化、3）健康食

品としての高付加価値化、4）開発商材による国

内販路の充実と海外進出である。

海外進出をにらんだイノベーションを進めるう

えで、消費者目線を持つ女性の視点が必須と考

え、生産、開発、加工、販売、輸出といった各部

門で、女性従業員の積極的な登用を行った。“商品

開発”では子育てや介護などの経験をふまえた生

活視点を、“クレーム対応”では配慮や思い遣りの

ある商品説明を、“海外輸出の促進”では語学能力

を……という具合に、特性を活かせるように取り

はからった。適材適所の配置を進めた結果、中核

となる女性たちが育ち、その活躍がめざましい。

２. 女性が活躍できる 
キャリアプラン・作業体系の設計

各部門はそれぞれ独立して業務を行っている

が、完全にその部署に専業するのではなく、女性

従業員は全て、手が空けば生産や加工の現場に入

る作業体制を整えた。これは「現場を知らなけれ

ば、現実的な開発や販売に結びつきにくい」との

方針からである。

ただし女性が取り組みやすいように改良も随

時、行った。生産や加工部門では、力のない女性

でも従事できるよう機械化を進めたことで、男性

従業員よりもオペレーションに秀でる女性従業員

もいるという。これにより柏崎青果が得意とする

加工分野の実際や、素材の特徴を肌で感じること

ができ、商品開発の幅がより豊かなものになっ

た。加工の範囲が一気に広がり、開発アイテムは

70種を超えるまでになっている。

自らが関わった商品が売上に結びつくことで、

経営参画や自己実現の手応えが感じられるように

なっている。

３. 子育て・出産に係わる制度

「2」で記したような、作業体系や機械の整備

だけでなく、福利厚生に関わる制度も整えてい

る。女性従業員の定着率の向上と、働きやすい環

境を整備するため、産休後の復帰が速やかにでき

る仕組みづくり、事務所・トイレ・休憩室等のリ

ニューアルを行ってきた。

４. 女性の活躍により世界へ

黒ニンニクやゴボウ茶は世界トップレベルのレ

ストランで調理素材として採用され、素材の良

さ・特殊な焙煎技術は世界で認められている。ミ

ラノ万博でも紹介されたことが、世界から脚光を

浴びるきっかけとなった。また黒ゴボウを活用し

た新メニューを地元の高校と共同開発し、次世代

の女性に対しても、将来の活躍の素地をつくる努

力も怠らない。

このように、事業計画書の策定から運営管理ま

でを任せられる女性従業員の成長が、経営上の成

果にも如実に結びついている。

審査委員の声
特徴ある主力商品（黒ニンニク、ゴボウ茶

等）の生産拡大を経て、6次産業化による加工

の高度化、健康食品としての高付加価値化に

よる国内販路の充実と海外進出を進めている。

経営方針の実現には、イノベーションが必

要であるという経営方針の元、女性社員にイ

ノベーター役を期待。そのため、トイレや休

憩室など女性設備整備を進め「働きやすさ」

への期待に応えた上で、様々な職域にチャレ

ンジできる機会・体制を整えている。

会社の本気と、社員一人ひとりのやる気が、

相乗効果を発揮して行くことを期待したい。

2015年度 農業の未来をつくる女性活躍経営体100選
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まるせん川村青森観光りんご園は青森県青森市

に本部を置き、リンゴの生産から、直売、加工・

製造、観光・交流まで幅広く担っている。創業は

1965年頃であり、代表の川村忠則氏の息子であ

る川村仁氏とその妻の美紀氏が、2008年に「青

森県若手農業トップランナー1期生」として認定

されている。

従事者は14名で、そのうち女性従事者が8名

と過半数以上を占めており、6名の常勤パート女

性の平均勤続年数は20年に及ぶ。

１. 家事育児担当から 
夫婦でのチャレンジへの意識改革

2002年に川村仁氏と美紀氏が結婚し、美紀氏

は新規事業である花き栽培に取り組むこととなっ

た。当初の家族経営協定では、美紀氏は家事育児

担当として経営に関与しないものであったという。

しかしその後、地域の農業女性部の研修会へ参

加し、自ら加工について勉強することで、新品種

の導入や直売などのアイディアの提案ができるよ

うになった。仁氏もそのアイディアを積極的に採

用し、農業経営の新たな事業や取り組みに夫婦で

チャレンジするようになった。その結果、仁氏が

直売の販売品目を増やし、美紀氏がスーパーのイ

ンショップやイベントでの直売の内容を充実させ

るなど、夫婦二人三脚の経営が、周囲からも高く

評価されている。

このような活動を通じて、経営安定のために

は、女性の感覚やアイディアを経営に取り入れ、

まるせん川村 青森観光りんご園

代表者名 川村　忠則 資本金 ―

創業年 1965 年頃 売上高 34 百万円（2014 年 12 月期）

事業内容
生産（リンゴ）、消費者直売、
加工・製造、観光・交流、
飲食

経営規模
畑 1.3ha、樹園地 4.3ha、
施設 3,200㎡、加工場 50㎡、
直売所 50㎡

従事者数 14 人（うち女性 8 人。女性内訳：役員 2 人、常勤パート 6 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
短時間勤務制度

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室・屋内トイレ・シャワーの設置）、重労働等の
業務改善、技術・知識の習得支援

家族が家事育児を分担し、女性の労働環境を整備

青森県青森市

※2016年3月現在
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様々な取り組みを積極的に展開していくことが重

要であると考えている。

２. 子育て・出産に係る短時間勤務制度と
ワークシェアリング

小さな子供がいる女性従事者に対しては、短時

間勤務制度を導入している。子供の看病や学校行

事を優先できるように協力し合い、育児と仕事を

両立してもらえるように心掛けている。

また、作業そのものが精神的・肉体的にストレ

スにならないよう、それぞれが得意な仕事に従事

したり、作業のローテーションを工夫するなどの

配慮をしている。

３. 女性の役員登用とキャリア形成

2008年に、仁氏と美紀氏夫妻が「青森県若手

農業トップランナー1期生」に認定されたことを

契機として、美紀氏が各種研修会や交流会に参加

しやすいように、家事や育児を家族で分担するこ

とにした。その結果、美紀氏は、様々な交流を通

じて得た知見や栽培技術、経営感覚を経営全般に

フィードバックすることができるようになった。

現在では、青森県内13人のトップランナーで

「青森ファーマーズマルシェ」を立ち上げ、都内

百貨店やレストランと取り引きし、地産外消にも

取り組んでいる。このマルシェでは、女性が企画

運営に参加しやすいスケジュールや、出展者たち

が楽しみながらイベントの手伝いができる“キッ

ズスタッフ制度”を導入し、女性も子供も参加で

きる工夫を行っている。

４. 女性が意欲的に働ける環境の整備

2013年に家族経営協定を見直し、代表者夫婦

は果樹部門と経営全般、仁氏は花き部門、美紀氏

は体験カフェ、加工販売、SNSによる情報発信

と、担当を明確に分担している。

さらに、自分で企画した取り組みによる収益は

それぞれの報酬とするなど、対価が個別に受け取

ることができる仕組みをつくり、農業経営への意

欲を高めている。

また女性の得意分野を生かすため、農園カフェ

の整備や製粉機、真空乾燥機、ジューサーなどを

導入し、加工販売のメニューを充実した。女性目

線の意見も積極的に取り入れ、すべての加工品を

無添加・無着色で、ビン詰めや真空パックにする

など、離乳食に使えるほど安全・安心な品質で、少

人数の家庭でも使いやすい商品開発をしている。

女性のアイディアから生まれた“フルーツバイ

キング”や、果樹・花き・野菜の複合経営を生か

した“ベジフルアレンジ”の販売など、顧客はも

ちろん、女性自身も楽しみながら働けるような取

り組みとなっている。

こうした取組はSNSを活用してPRすること

で、観光リンゴ園の知名度も向上し、来場者数が

着実に増加してきている。

審査委員の声
家族経営の良さを生かしたチームワーク

と、お互いを慈しみ相互尊重をベースとし

た、女性活躍推進のスタイルといえる。農業

技術と経験値の継承は、全ての農業事業者に

とって課題だろう。この問題の解決には、教

える側の努力やマニュアルといったツールだ

けでは解決しない。本件は、そうした課題を

解決するヒントが多い好事例である。

受け継ぐ側の「学ぶ力」と「イノベータ

ー」役としての働きがあって引き出された好

循環が、顧客に支持されるセンスの良い個性

的な商品開発の成功につながっている。一人

の就農者として、地域の担い手としての役割

を果たしながら、爽やかな新風を巻き起こす

活躍だ。

2015年度 農業の未来をつくる女性活躍経営体100選
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デリシャスファーム（株）は、宮城県大崎市でフ

ルーツトマトの施設園芸栽培とその農産加工・直

売、カフェ事業を展開している。経営規模として

は、県内3箇所の農場にある生産施設、加工場、

直売所とを合わせて約17,000㎡となっている。

主要な生産品目は法人設立前の1980年に生産

を開始した“デリシャスとまと”というブランド

のトマト（品種名：玉光デリシャス）であり、そ

の他、野菜や果物も生産している。このトマトは

高い生産技術を要する希少品種であるが、細心の

注意を払って生育環境を整えることで、収量確保

の安定化を図ってきた。糖度が高く、優れた食味

のトマトであるが、乱形果が発生しやすく、生産

拡大に伴って規格外品の増加が課題となっていた。

そこで地元のJA生産部会の発案により、委託

加工によるトマト缶ジュースの生産が1998年に

開始された。その後、2006年に自社の加工部門

を立ち上げ、2007年には加工室を新設した。約

1年の試験製造・販売が好感触であったことか

ら、以降、製造・加工・販売までを含めた本格的

な6次産業化に着手し、現在に至る。

１. 女性パワーを活かそうとする 
経営陣の姿勢

女性の活動を推進することになったきっかけ

は、“自社の加工工場の開設”、“加工品の増産”

および“製品の多様化”にあったと経営陣は認識

している。トマト以外の原材料も厳選したものを

用い、高品質を売りとする商品は、主に30～40

デリシャスファーム株式会社

代表者名 今野　文隆 資本金 50 百万円

設立年 1998 年 9 月 7 日 売上高 142 百万円（2015 年 6 月期）

事業内容
生産（トマト）、消費者直売、
加工・製造、観光・交流、
飲食

経営規模
施設 16,776㎡、加工場 76㎡、
直売所 181㎡

従事者数
27 人（うち女性 22 人。女性内訳：役員 2 人、管理職 2 人、一般職 4 人、
常勤パート 13 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
休暇（産前産後・生理）、短時間勤務制度、育児休業後の継続就業支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室・屋内・野外トイレ・シャワーの設置）、重労働
等の業務改善

「女性を先頭にした経営」を実践

宮城県大崎市

※2016年3月現在
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代の女性をマーケティングの対象としており、女

性目線の新商品開発・包装の工夫などが、加工品

の売上拡大に重要なものとなっている。

また、商品開発やカフェのメニュー開発、営業

活動全般は全て女性スタッフが担当しており、女

性だけの企画会議で生み出された新商品は、加工

部門の売上・利益の業績上昇を支えている。ほと

んどの生産・製造工程の現場を女性が取り仕切っ

ていることから、各種マスコミによる取材依頼や

視察の需要も増え、女性を活用しているからこそ

の注目・高評価であると感じている。

２. 女性社員のキャリアアップ

女性社員のキャリア形成については会社をあげ

て推進しており、役員3名のうち、女性が2名を

占めているほか、正社員10名のうち女性が8名

でその半分の4名が女性管理職として活躍してい

る。また、パート職員14名のうち13名が女性で

あり、パートから正社員への登用に加え、正社員

になってからも適切な昇進・昇格が実現されるよ

うにしている。

生産・製造を通じて女性の力を最大限に発揮で

きるような組織作りに努め、さらに内部研修の実

施や、会議や販売会に際して新入社員を積極的に

参加させることなどを通じ、女性社員のモチベー

ションを高める取り組みも行っている。

３. 子育て・出産にかかる制度

法人として、産前産後休暇や育児休暇を取得す

る制度を整えるだけでなく、経験豊富な女性社員

が育休を取得したのち、スムーズに現場復帰が図

れるような継続雇用支援を行っている。必要に応

じて短時間勤務制度を利用することもでき、仕事

と家庭の両立を図りたい女性社員のバックアップ

体制が整えられている。

４. 生産現場・加工施設を女性対応に

デリシャスファームの商品は、直営の直売所や

カフェ、ネットショップでの販売のほか、県内外

の百貨店、直売所、地元の高速道路のSAなどで

も販売をするようになっている。これは生産、加

工から販売まで、女性のパワーあっての法人とい

っても過言ではない。

これまでにトマトジュースやジャム、アイスク

リームなど、約60品目に及ぶトマト加工品の製

造・開発を意欲的に進めている。

作業現場では屋内及び野外にトイレを設置した

ほか、シャワー室や更衣室も完備し、社員の大半

を占める女性にとって快適な職場環境の整備に努

めている。

また、身体の小さい女性に合わせて作業台を改

良するなど、重労働の作業を軽減するための環境

整備・改善にも余念がない。

審査委員の声
「玉光デリシャス」へのこだわり。栄子氏

のお話からも「生産の難しい、手間暇かかる

極上トマトが愛しい」という思いが伝わって

きた。女性スタッフの目線からの新商品開

発、販売、営業、カフェメニュー考案が行わ

れたことで、加工部門の売上は急成長。店内

にはおしゃれな商品が並び、カフェには若い

母親のグループが、おいしそうに食事してい

る姿が微笑ましかった。

女性スタッフからも「私たちが企画するデ

リシャスファームのトマト商品」という誇り

が伝わってきた。トマトがあってこその商品

開発、楽しみながら女性の感性を活かした事

業展開を今後も期待したい。

追伸、スープパスタはもちろん、トマトパ

フェも最高においしかったです。心も体も健

康になりました。感謝。

2015年度 農業の未来をつくる女性活躍経営体100選
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（有）ハーレー牧場は、1998年に月井美好氏

（代表取締役）が法人化した酪農経営体である

が、2003年に大規模化を図る以前は社長の妻月

井千枝子氏が一人で飼養管理を担当できる程の、

零細な経営だった。2003年に160頭の牛舎・8

頭のスイング式パーラー舎を新築。2004年4月

に使用を開始し、同時に長女のさとみ氏と長女の

友人の小川玲子氏から入社の申し出があったこと

から2名を社員として採用した。同年7月にはサ

ラリーマンと兼業していた社長も早期退職し農業

専業となり、4名体制で経営をリニューアルさせ

た。

現在の規模は、田5ha、畑20ha、直売所3㎡、

畜舎6,000㎡、経産牛180頭、育成牛70頭

で、2012年に第二牧場を取得している。その

間、2008年4月に長男を、2010年4月に高卒

男性を、2011年4月に47歳の男性をいずれも

社員として採用しており、現在の従事者数は7名

（女性3名）となっている。役員数は3名で、千

枝子氏が取締役牧場長を務め、2006年4月に自

社ブランド商品の販売会社である（有）ハーレー

ファームを分社化した際に、千枝子氏が代表取締

役を兼任し、長女のさとみ氏も取締役に就任して

いる。

ハーレーファームでは消費者ニーズを捉えた商

品開発を企画し、駅構内売店や観光地でノンホモ

ジナイズ牛乳、ヨーグルト2種、バター（有塩・

無塩）、チーズ（ゴーダ・カチョカバロ）の販売

や自給飼料の生産を行っている。

2015年7月期の売上は1億5,200万円で、

2013年7月期の1億2,810万円よりも売上を

伸ばしている。

有限会社ハーレー牧場

代表者名 月井　美好 資本金 30 百万円

設立年 1998 年 11 月 9 日 売上高 152 百万円（2015 年 7 月期）

事業内容
生産（酪農）、消費者直売 

（駅構内売店等）
経営規模

田 5ha、畑 20ha、直売所 3㎡、
畜舎 6,000㎡、経産牛 180 頭、
育成牛 70 頭飼養

従事者数 7 人（うち女性 3 人。女性内訳：役員 2 人、一般職 1 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室・屋内トイレ・シャワーの設置）、重労働等の
業務改善、技術・知識の習得支援

牧場経営の重要部門を女性が担う！

※�登記時の法人名は「有限会社
ハーレイ牧場」。

栃木県 
那須塩原市

※2016年3月現在
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１. 経営者の意識改革

1965年に乳牛2頭で酪農経営を始めたが、美

好氏が兼業だったため、妻の千枝子氏が人工授精

師の資格を取得しながら50頭規模まで広げた経

緯がある。そのため、ハーレー牧場ではこれまで

女性が中心となって経営を成り立たせていた。

売上高にして10年前と比べ7倍となる規模拡

大した現在においても、長女で人工授精師のさと

み氏が繁殖管理と搾乳、小川玲子氏が削蹄士とし

て削蹄と疾病管理を、それぞれ担当している。2

名ともトラクターの免許を取得させており、自給

飼料の生産でも男性社員をリードしている。

２. 女性職員の役員への登用と 
長く働ける職場づくり

法人化に際し、妻の千枝子氏が取締役牧場長に

就任し、ハーレーファームでも千枝子氏と長女の

さとみ氏を役員とした。中長期的なキャリアアッ

プとして、さとみ氏が将来経営者として自立でき

るように、責任ある仕事を任せるようにしてい

る。ハーレーファームの売り上げも本業売上げの

10％強を占めるようになっており、順調に推移

している。

社長の美好氏は大手企業での勤務経験を踏ま

え、従業員を社会保険・厚生年金・雇用保険・労

災保険等に加入させることで、退職後の生活不安

を取り除くとともに、福利厚生の充実により働き

甲斐・生き甲斐を見つけることを念頭に置いた。

社員が安心して働ける環境を実現したいと考え

た結果、これまでに退職者が一人も出なかったこ

とが、最大の成果だと考えている。これは社長が

サラリーマンを経験していたことで、働く人の心

情を理解していたこと、働く人のニーズを把握し

ていたことが要因ではないかと受け止めている。

３. 子育て・出産に係る制度

今のところ、女性従事者の子育て・出産に係わ

る制度の利用実績はないが、男性従事者は家庭を

持っているため、仕事と家庭が両立できるよう支

援を行っている。

４. 女性が働きやすい環境の整備

パーラー舎内に女性専用のシャワー付き浴室・

更衣室・休憩室、個人用の机、男女別の車椅子兼

用トイレなどを設置し、女性が働きやすい環境を

整備している。

また、作業予定掲示版・分娩予定表示板の設置

や、月1回の飼料メーカーとの勉強会、週1回の

スタッフミーティングを行い従事者の間で情報の

共有化に努めている。研修として、アメリカの牧

場視察研修の実施に合わせて全米ホルスタイン共

進会の視察にも参加している。

審査委員の声
大手通信会社の営業所長として活躍してき

た、月井美好社長の豊富な組織運営の経験

が、ハーレー牧場の事業拡大の推進力だ。た

だし、それには3人の女性に支えられたもの

だ。社長が 55 才で同社専業になるまで飼

養・繁殖管理をほぼ一手に引き受け、中央畜

産会の全国女性ネットワークの設立にもかか

わった、妻で牧場長の千枝子さん、酪農短大

を卒業、人工授精師の資格を持つ娘さんとそ

の友人である。娘さんと友人の2人は搾乳や

削蹄、そして自給飼料生産のための農作業、

トラクター運転を中心となって担う。

「今までやめた人はいない」との自負を持

つ社長は、女性に配慮した職場環境づくりに

気を配りながら、さらなる事業拡大をにらん

でいる。
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（有）大畠畜産は、埼玉県北西部に位置する神

川町において、一戸一法人の形態で養豚業を行っ

ている。取締役の大畠永行氏と妻の眞由美氏の結

婚を機に、親から農業経営を継承。その際、従来

のナシ・米・野菜を中心とする経営から一転、養

豚業をスタートさせた。

1989年3月に法人設立し、農林水産大臣賞や

枝肉共進会の優秀賞などの受賞歴をもつ。2007

年には埼玉県優良生産管理農場にも認証されるな

ど、品質の高い豚肉生産には定評がある。

とりわけ眞由美氏の発案で始めた独自ブランド

「姫豚」は、アニマルウェルフェア（快適性に配

慮した家畜の飼養管理）の考え方を受け入れた方

法で飼育し、ストレスを与えないような飼育を行

うように努めている。

さらに、糞尿の堆肥化や浄化処理システムの設

置など、最新の設備や技術の導入により、豚舎の

衛生管理を徹底している。自然豊かで清潔な環境

で飼育した健康な豚は、地方のレストラン等にお

いて高い評価を得ることとなり、安定的な需要を

確保するようになっている。

また、5年前に始めた直販事業が着実に成果を

上げており、その販路拡大には豚肉のおいしさへ

の高評価はもちろんのこと、眞由美氏の積極的な

営業・出張活動によるところが大きい。定期宅配

や贈答用としての需要も高く、県内の飲食店・小

売店向けの販売も好評である。

相場の低迷、飼料の高騰等で養豚業の状況は決

して楽観できない中、売上全体に占める「姫豚」

の割合は増大しており、経営全体の利益改善に貢

献している。

有限会社大畠畜産

代表者名 大畠　永行 資本金 8 百万円

設立年 1989 年 3 月 8 日 売上高 82 百万円（2015 年 2 月期）

事業内容
生産（養豚）、消費者直売、
観光・交流

経営規模
畑 4ha、施設 9,000㎡、
加工場 30㎡、畜舎 3,600㎡、
母豚 100 頭

従事者数 2 人（うち女性 1 人。女性内訳：管理職 1 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
休暇（介護看護）、短時間勤務制度

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室の設置）、重労働等の業務改善、技術・知識の
習得支援

夫婦で育てた豚を妻が人気ブランドに

埼玉県児玉郡神川町

※2016年3月現在
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１. 法人経営は夫婦の二人三脚で

ゼロから始めた養豚業であったが、研修や設備

の拡充を通じ、常に協力しながら経営の拡大、安

定化を進めてきた。

その過程において、生きもの相手の現場では、

とくに母親としての出産・子育て視点が十二分に

発揮されることがわかり、その感性を経営に反映

するようにしてきたという。

また、眞由美氏は地元の農業女性会議所、女性

農業委員の会、全国畜産会の会員、理事など、

様々な組織の会員となるだけでなく理事等の役職

も引き受けている。

それらの活動が将来を担う畜産及び農業に従事

する女性の地位および意識向上に繋がると認識し

ている永行氏は、眞由美氏のバックアップを積極

的に努め協力を惜しまない。

２. 経営パートナーとして役割分担

組織上は、永行氏が代表と豚の育成、金融機関

への勤務経験のある眞由美氏が経理担当部長を務

めている。ただし二人三脚の法人組織において、

二人が全く同等の立場から話し合った上で、全て

の決定を行っている。

また永行氏と眞由美氏の役員2名の他に、現場

を切り盛りするための労働力は外国人実習生およ

び息子（土日のみ）のため、自ずと一人で何役も

こなす必要が出てくる。

眞由美氏の担当は、農場における様々な作業以

外に、食品衛生管理責任者の認定にかかる業務、

さらには対外的なものとして、要請に応える形で

イベントへの参加し、自社のPR活動を行うなど、

多岐にわたる。

３. 女性が働きやすい環境の整備 
：作業負担の軽減と雰囲気作り

夫婦主体の家族経営農家がベースのため育児休

暇等の制度はないが、作業役割分担を明確にし、

必要に応じたローテーション管理で働きやすい職

場環境を構築してきた。

具体的には家族経営協定を締結・更新をする中

で、給与、労働時間、休日、有休取得について見

直しを随時進めてきた。女性の負担が相対的に大

きくなりがちな力仕事を軽減するため、フォーク

リフトやトラックなどの機械を操作できるよう

に、技術習得も行った。

さらに自治体主催の研修会には率先して参加す

るなど、女性のキャリア形成が重要であるという

認識も共有しており、6次産業化に向けた技術・

知識習得、情報収集の時間も適宜設けるようにも

している。

審査委員の声
自分で育てた豚を直接販売したいと、妻の

眞由美さんの発案で開業した「姫豚工房」。

ストレスフリーで育った豚のおいしさが評判

になっていると聞く。大畠夫妻はお互いが経

営者として役割・責任を分掌しているが、妻

の経営判断を信頼して任せるところは任せ、

社外活動も積極的に応援している永行さんの

笑顔は実にさわやかだ。

地元の農業女性のネットワークの要である

眞由美さんは、若手の意識向上や直売所の運

営による経済的自立なども推し進め、メンバ

ーからの信頼もたいへん厚い。

これからも女性の感性を活かす農業とその

6次産業化への発展を意識して、周囲を巻き

込んだ活躍が期待される。
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（株）須藤牧場は千葉県館山市の農業法人であ

る。代表取締役の須藤裕紀氏、取締役で妻の陽子

氏は、「地域交流牧場全国連絡会」理事（1999

年）、地元小学校のPTA会長、酪農教育ファーム

の立ち上げと研修など、幅広く活躍している。

2001年には牧場が“酪農教育ファーム”に認定

され、陽子氏はファシリテーターの認証を取得。

2006年には家族経営協定を締結し、2014年に

牧場を法人化した。

現在の事業内容としては、酪農、消費者直売、

アイスクリームの加工・製造、観光・交流、飲食

であり、経営規模は経産牛80頭、畜舎2,800

㎡、加工場50㎡、直売所30㎡、施設620㎡、

売上高9,253万円（2014年度12月期）を計上

している。従業員は役員（男性2名、女性2名）、

正社員一般職（男性1名）、常勤パート（男性2名）

である。

１. 経営者の意識改革

就農当初（1987年）は1日13時間という長

時間労働、しかも過酷な作業に追われていたが、

結婚を機に大幅に改善する必要に迫られた。

1994年にフリーストール牛舎を新築し、作業の

効率化を図った。女性の体格に合わせた作業場

（搾乳時のミルキングパーラーのピットの深さ、

ミルカーの高さ等）と、安全かつ簡単に操作でき

る機械化（自動給餌機・ホイルローダー等）の導

入により、快適な労働環境を実現させた。2006

年に家族経営協定を締結してからは、家族間の役

割分担を明確にし、男女問わず責任をもって活き

活きと取り組めるよう配慮した。体験交流の窓口

を陽子氏に、店の店長を長女に就任させ、本人の

株式会社須藤牧場
代表者名 須藤　裕紀 資本金 5 百万円

設立年 2014 年 7 月 28 日 売上高 89 百万円（2015 年 11 月期）

事業内容
生産（酪農）、消費者直売、
加工・製造（アイスクリーム）、
観光・交流、飲食

経営規模

田 0.8ha、畑 7ha、
採草牧草地 1.3ha、施設 620㎡、
加工場 50㎡、直売所 30㎡、
畜舎 2,800㎡、経産牛 80 頭

従事者数 7 人（うち女性 2 人。女性内訳：役員 2 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
休暇（産前産後・生理・育児・介護看護）、短時間勤務制度、育児・
介護休業中の能力向上、育児休業後の継続就業支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（野外トイレの設置）、重労働等の業務改善、技術・知識
の習得支援

女性専務の酪農体験受け入れが経営の好循環と対外的活躍を生む

千葉県館山市

※2016年3月現在
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考えを尊重した店作り、及びメニューの開発を行

うなど、責任が持てるようにした。

２. 女性役員の活躍と地域への貢献

新牛舎の建築をしていた頃、グリーンツーリズ

ムが注目され始めた。そこで牧場を広くオープン

にし、体験などの要望に応える活動をいち早く取

り入れている。それにあたり業務の部門分けを行

い、陽子氏が責任者となった。

当初は、年間20回程度であった体験受け入れ

は、リピーターや口コミ、ホームページを通じて

年々増加し、開始から15年を過ぎた2009年に

は、年間受入れ回数が90回にものぼった。多く

の訪問者のおかげで衛生面の気配りが以前より高

まり、牛群管理も行き届き、乳質を高く保つこと

ができたという。「全国酪農青年婦人会議」での

酪農経営発表大会において、優秀賞及び審査員特

別賞を受賞するなど、経営面での評価を得ている。

女性のキャリア育成については、裕紀氏は陽子

氏とともに日々ともに作業し、細部まで研修し

て、自信をもって取り組めるまで指導した。また

陽子氏は、結婚前に小学校教員として積んできた

キャリアを活かし、乳牛管理を表にするなど、働

きやすい環境づくりに努めた。

体験交流に関しては1997年から、陽子氏自ら

が全国ネットの発起人として都内での会議に参加

し、全国の人々との交流を深めた。1999年の

「地域交流牧場全国連絡会」発足と同時に理事も

務めている。同じ時期、地元の小学校のPTA会長

を務め、教師と地域、家庭とのつながりを深めた。

酪農教育ファーム立ち上げにも関わり、2001

年に牧場は酪農教育ファームに認定された。陽子

氏はファシリテーターの認証も受けている。長女

は高校生の時に調理師免許を取得し、加工品メニ

ューを開発。新店舗開業後は店長として、加工部

門の研修会に積極的に参加し、知識を深めている。

３. 女性に配慮して取組んだ制度・環境整備

仕事と家庭の両立支援について実施しているの

は、短時間勤務制度、育児休業の代替要員の確

保、育児・介護休業中の能力向上、育児休業後の

継続就業支援である。

労働環境としては主にトイレを整備し、快適に

作業ができるように、女性用に規格を合わせ、か

つ操作が簡単な機械を導入した。牛舎内外を清潔

に保ち、花を多く植えて四季を通じた環境整備に

も取り組んでいる。

４. その他の取り組み

牧場での作業や体験受け入れ時の経験から、動

物たちの日常を書き止め、母親の愛情の強さと娘

との絆や、命の大切さをテーマとした絵本を自費

出版した。さらに、バター作りのテーマソング

「牧場で生まれたミルクのうた」を制作した。現

在は、2人の息子が劇団「須藤兄弟」を旗揚げし、

酪農振興に一役かっている。

審査委員の声
「365日仕事があるからこそ、楽しく頑張

る」。家族経営協定により、家族間の役割分担

や就業条件を明確化。牛舎の省力化や機械化に

より、女性が働きやすい労働環境も実現した。

法人を設立してからは、酪農教育ファームと

して総合学習に協力し、イベント、体験受け入

れ等、地域・人・動植物との共生を図りなが

ら、酪農の多面的な機能を実践している。命の

大切さを伝える陽子氏執筆の絵本『牧場のお

はなしモモコ』と『牧場のおはなしいのち』は、

愛情いっぱいで温かい。2010年に開設した

カフェの店内はユニークで、メニュー開発は

代表の長女が担当している。牧場の温かさと

繋がり合う人たちの輪を大切に、ますます女

性の感性を活かした経営を期待したい。
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（有）ぶどうばたけはブドウ生産の盛んな甲州市

勝沼町の最北、菱沼地区に本社を置き、ブドウの

生産、消費者直売、レーズンなどの加工、製造を

行っており、同敷地内の菱山中央醸造でワインも

製造している。

代表の三森斉氏は古くから続く農家である三森

家の17代目であり、その妻であるかおり氏と

2003年には家族経営協定を締結し、2006年に

ぶどうばたけを設立。2014年には樹園地を1ha

拡大し、現在5.6haを経営。従業員数は11名、

そのうち女性は6名（正社員1名、常勤パート4

名）である。経営も多角化に成功し、学校の食育

体験受け入れやブドウ狩りツアー、通信販売やレ

ーズンなどの加工品の製造、就農目的のインター

ンシップの受入、農家民泊、畑のオーナー制など

多岐にわたる事業を行っている。売上高は2014

年11月期で雪害の影響を受け5,700万円となっ

ている。

１. 経営者の理念

代表の妻であるかおり氏は農家の長子、長女と

して生まれ、重労働をこなしつつ自らの夢を実現

する母の姿をみてきたという。そして農村におけ

る女性の役割と立場を幼いころから学んできた。

自身も長じて農業者となり、日本における農家

の地位の低さと、農業に関する教育の不十分さを

痛感。現在でも農村は男性中心の社会だと感じ、

女性が活躍するためには家族の理解と自分の覚悟

が必要であると考えている。

だからこそ、子育てをする女性とその子供が農

村で幸せに暮らせるように、貨幣経済だけではな

い農村の豊かさを発信している。

また経営者としては、子供の成長に合わせた勤

務形態や、通年での勤務ができる機会を用意し、

有限会社ぶどうばたけ

代表者名 三森　斉 資本金 3 百万円

設立年 2006 年 4 月 6 日 売上高 57 百万円（2014 年 11 月期）

事業内容
生産（ブドウ）、消費者直売､ 
加工 ･ 製造（ワイン）

経営規模 樹園地 5.6ha

従事者数 11人（うち女性6人。女性内訳：役員1人、一般職1人、常勤パート4人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（野外トイレ・シャワーの設置）、重労働等の業務改善、
技術・知識の習得支援

家族の応援と自己実現により女性経営者として活躍

山梨県甲州市 
勝沼町

※2016年3月現在

26

経営概況



各々に適切な役割を与え、従業員の能力を伸ばす

環境づくりを行っている。経営に女性の視点を取

り入れることも大切にしている。

２. 出産や育児に関する制度

かおり氏は、女性にとってライフワークは非常

に重要だと考え、既婚の従業員には家庭を重視し

つつ、その中でいかに能力を活かしてもらえるか

を常に考え、以下の5点に留意している。

①緊急の家庭・地域行事にも柔軟に対応する。

②個々のライフワークにあった休日の確保とパー

ト・バイトの通年雇用を行う。

③社員スタッフ間の風通しを良くして、互いを尊

重し楽しい職場環境を維持する。

④個性を加味し、適材適所で仕事をする。専門的

な加工などは資格・研修会などに積極的に参画

して技術を伸ばす。

⑤主婦・女性として購買意欲や気づきを大切に

し、商品開発に積極的に意見を反映する。

現在、パート従業員4名のうち一人は50代女

性で、子供は4名いるが3年間勤務しており、2

名は40代女性で二人とも小学生を含めた子供が

3名いながら約3年間勤務している。

また東日本大震災で被災し岩手から移住してき

た家族（障がいをもった子供を持つ母親と祖母）

が勤務できるように対応、自治体に住宅行政サー

ビスの交渉などの支援を行った。彼らは2年間勤

務の後、独立している。

３. 従業員のスキルアップへの取り組み

男女隔たりなく、個性にあった研修を奨励して

いる。まず勤務一年目はブドウ生産部門でモノづ

くりの精神を知ってもらい、その後、独立を希望

する従業員には自社の農業技術・手法を教育して

いる。さらに独立の際は農地の斡旋などの支援を

行っている。

また、製パンの経験がある男性社員は以前の勤

務経験を活かし、レーズン加工技術の研修を行っ

た。その結果、レーズンパンや新商品開発など、

加工部門の広がりに繋がった。その後も、これか

らの新商品の開発を検討するため、ジュース製造

工場の見学などの加工研修を重ねている。

４. 女性の活躍できる環境

かおり氏はこれからの社会で活躍する女性像と

なるべく、自ら率先して、山梨県指導農業士、ジ

ュニア野菜ソムリエ、C.P.Aチーズ検定、食の検

定といった資格を意欲的に取得している。

そして「地方創生は一次産業の活性化と女性の

活躍が最大のキーワードである」という理念のも

と、講演活動を行っている。また、小・中学校の

食農体験事業を受け入れる際には生産の技術や知

識に加えて、児童や学生向けの解説の技術が必要

になる。そこで育児経験のある女性たちのスキル

を活かし、作業を分担することで、事業を成功さ

せている。

審査委員の声
「未来の日本の農業において、自立と自覚

を持った女性の活躍の場と、魅力を発信でき

る社会の実現が求められている」。取締役の

三森かおりさんの言葉だ。男性中心だった農

村で、農家の主婦でありながら、スポーツ少

年団の立ち上げなど地域への貢献にも活躍し

た母が輝いて見えたという。その姿を手本

に、女性経営者として女性の視点を積極的に

取り入れるなど個々の能力を活かせる職場環

境を整えてきた。

また自己の研鑽に励み、幅広く農業女性の

キャリアアップや育成に資する社会活動に力

を入れている。今後、農家の嫁としてではな

く、職業として農業を選んだ女性たちが次世

代のリーダーとなれるような教育のしくみを

作りたいと意欲を拡げている。
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（株）あぐ里能生は、糸魚川市能生の上南地区

（旧能生町）にある水稲単一経営の全量直販路線

をとる経営体である。コメ生産、作業受託、コメ

の消費者直売、せんべい等の加工・販売に加え、

2015年度から新たに田んぼオーナー制度を創設

し、観光・交流にも取り組んでいる。

代表者の日野富保氏は、中山間地である上南地

区の地域農業を守るべく、2007年に法人を立ち

上げた。現在の規模は、田30ha、育苗等の施設

181㎡、2014年11月に建設したせんべい加工

場45㎡。2015年4月期の売上は5,800万円

である。

農業従事者数9名で役員は1名、9名のうち女

性従事者は4名（一般職2名、常勤パート2名）

である。2012年春から顧客管理･営業経験の知

識のある女性を採用し、さらに2014年からは県

農業大学校卒業生の女性を採用し、現在に至る。

１. 経営者の意識改革

あぐ里能生は当初男性ばかりの職場だったが、

安定的なコメの直販先を確保するため、顧客管理

の経験があり、対外的な対応に優れた人材とし

て、女性の能力が必要であると感じていた。

また、周年雇用の確立とさらなる6次産業化を

進めるため、2014年に手焼きせんべい製造施設

を導入するにあたり、加工・販売部門で確実な事

業展開を図ることが必要になった。具体的には、

新規販売先の確保と、せんべいの製造や新商品の

開発･直売等の積極的な取り組みである。それに

は消費者目線での商品の販売など、女性の感性を

経営に取入れることで、会社の経営発展に繋がる

と考えた。

採用した30代の女性従事者の一人は、新聞折

込チラシや戸別訪問等の積極的な営業活動により

新規顧客を獲得し、さらに、DMやHPの作成、

株式会社あぐ里能生

代表者名 日野　富保 資本金 4 百万円

設立年 2007 年 2 月 6 日 売上高 58 百万円（2015 年 4 月期）

事業内容
生産（稲作）、消費者直売、
加工・製造（せんべい等）、
観光・交流、作業受託

経営規模
田 30ha、施設 181㎡、 
加工場 45㎡

従事者数 9 人（うち女性 4 人。女性内訳：一般職 2 人、常勤パート 2 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
休暇（産前産後・生理・育児・介護）、短時間勤務制度

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（屋内・野外トイレの設置）、重労働等の業務改善、 
技術・知識の習得支援

女性の優れた業務対応が全量直販経営を支える

新潟県糸魚川市

※2016年3月現在
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顧客のデータベース化をすすめ、再販率の向上に

貢献している。米価下落による産米への影響は大

きいが、消費者への販売割合は85％を確保して

おり、生産量に大きな伸びがないなかであって

も、近年の販売単価は安定している。

女性社員雇用の前年度との比較で、販売額が

35％増加した。波及効果として、男性従業員も

消費者的な目線を持つようになり、職員全員で事

業展開に取組む体制づくりができた。

また、6次産業化に向けた手焼きせんべいの商

品化に向けても、女性を活用することで、いい影

響がみられた。包装・表示パッケージの作成や、

販売戦略の社内意見のとりまとめ、および製造部

門も含めた揚げせんべいの新商品開発に中心的な

役割を担い、初年度から一定の販売額を確保する

ことができた。

２. 女性従事者のキャリアアップ 

女性従事者が担当しているのは、顧客の管理や

注文の受付発送等が重要な業務である。それに

は、農業知識に加えて、顧客管理、顧客への対応

能力等、幅広い資質が求められる。そのため、県

が主催する6次産業化セミナーや経営セミナー、

アグリキャリアアップ講座等、外部の研修に積極

的に派遣し、女性職員の能力開発や自身のスキル

アップにつながるように配慮している。また、社

員が期待以上の役割を担ってくれていることか

ら、給与に反映できる仕組みも整えた。

３. 子育て・出産に係わる制度

新たに女性の雇用をするために、育児や介護な

どをしながらでも仕事ができるように、両立支援

の仕組みなどをつくった。採用された女性は、育

児との両立支援の仕組みを利用し、弾力的な勤務

時間や時間短縮等の工夫で4人の育児も行ってい

る。勤務時間中は自身の役割をきっちりと行い業

務の拡大に貢献してくれている。

４. 女性が働きやすい環境の整備

全員参加で行っている30分の定例ミーティン

グ時間を活用し、職員の意見交換やアイディア・

改善点等を出し合う場づくりに継続して取り組ん

でいる。主である水稲栽培は重労働が多く、男性

のみで作業体系を組んでいたが、従事者間の仕事

の負担軽減のために、業務体系を見直す話し合い

の場を設けた。これにより、互いに仕事をカバー

し合うことができるようになり、職場の和やかな

雰囲気づくりにも繋がった。女性が加わり会社全

体の創意の向上や職場環境の改善が進み、当社全

体のイメージアップや業績の改善が図られた。

また女性職員の採用に当たり、女性専用トイレ

を屋内と屋外に設置、更衣室には女性専用エリア

を設けるなど作業環境改善を実施。重労働等の業

務の改善のため、技術・知識の習得支援も行って

いる。

審査委員の声
女性がいかに経営に貢献しているか、男性

経営者が数値も含め具体的に把握している点

が非常に印象的。直販のみで行われる米の販

売は、顧客管理・営業経験の知識のある女性

を雇用した結果、リピートが2割アップ、販

売額も35％増加している。また4児の子育

てと仕事の両立を図る女性従業員による柔軟

な勤務体制と時間短縮による生産性アップ

で、男女かかわらず消費者目線を持つこと、

事業をよくしていこうというチーム運営が定

着しているとのこと。重労働である水稲の生

産部門にも積極的に改善を進め女性もかかわ

るよう工夫している。女性が農業にかかわる

可能性を信じ、結果にもつなげている点、販

売など顧客接点のみならず生産現場への巻き

込みは多くの水稲農業事業主の参考となる例

である。
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（株）アグリたきもとは、富山県入善町の農業法

人であり、稲作の他、ダイズ、ネギ、地元特産の

スイカなども生産している。現社長・海道瑞穂氏

の父・瀧本敏氏は元々兼業農家であったが、脱サ

ラして専業農家となり、その後、瑞穂氏を社長と

する組織として、2010年に法人化した。

経営規模については、自社で所有する農地面積

は1.8haに過ぎないが、敏氏の就農以降、地域

の農家から受託した農地が年々拡大し、法人化時

点で23ha、2015年時点では77haの農地で大

規模に事業展開するまでになった。 

１. 家族農家から発展した法人の 
若手女性経営者への継承、その強み

姉と妹に囲まれて育った瑞穂氏にとって、元々

女性の発言が軽視されるような家族環境にはなか

ったという。法人化をきっかけに瑞穂氏が代表を

務めることになり、農業生産全般を瑞穂氏が指揮

をとるようになった。

また、敏氏も引き続き取締役として経営に関す

る業務全般を担当し、瑞穂氏の両親と妹、さらに

は瑞穂氏の夫も加わり、家族皆が協力して事業に

取り組んでいる。

敏氏の「農業に女性は必要」という信念のもと、

皆で積極的に瑞穂氏を支援している。

また、瑞穂氏に経営者としての自覚を醸成させ

るような環境作りも、早い段階で意識的に行って

きた。たとえば、町特産でブランド化された農産

物である「入善ジャンボ西瓜」の出荷に際して

は、添付必須の「下げ札（生産者の顔写真と名前

を入れたもの）」に瑞穂氏の姿を入れることを、

法人化以前から行ってきた。

株式会社アグリたきもと

代表者名 海道　瑞穂 資本金 3 百万円

設立年 2010 年 3 月 4 日 売上高 57 百万円（2015 年 2 月期）

事業内容
生産（稲作）、消費者直売、
作業受託

経営規模 田 77ha、施設 440㎡

従事者数 6 人（うち女性 3 人。女性内訳：役員 2 人、常勤パート 1 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
休暇（介護）

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室・屋内トイレの設置）、重労働等の業務改善

若手女性社長が稲作大型機械を駆使し展開する効率的な経営が注目

富山県下新川郡 
入善町

※2016年3月現在
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２. 女性役員の活躍と地域農業における意義

女性である瑞穂氏が、20代と若くして社長に

就任したこと自体が、地域の農業および同社への

関心を高める要素となっている。

女性が法人の代表を務めるだけでなく、農業の

現場で大型農業機械を駆使しながら熱心に農作業

に取り組む姿をみせたことで、地域内で注目を浴

びるようになった。

その結果、より多くの人々から広い面積の農地

の管理を委託されるようになり、地域農業の担い

手として、大きな期待を寄せられている。それらの

人脈が広がって、若いスタッフの雇用に繋がって

いる。

さらに、各種メディアで取り上げられたり、講

演の機会が増えたりする効果もあり、若い女性が

代表を務め、広告塔としての役割を果たすことの

宣伝効果は計り知れない。

また瑞穂氏の母であるみどり氏も同社の役員を

務め、主に事務作業の全般と水田の水管理につい

て担当しながら、瑞穂氏を強力にバックアップし

ている。

３. 女性が働きやすい環境の整備

産休・育休についてはまだ制度として未整備で

あるが、作業現場の改善については、たとえば現

場への水洗トイレ設置を通じて女性のストレス減

少に繋げるなど、女性陣の声を大きく反映させて

いる。

大型特殊免許やフォークリフト免許の取得によ

り、体力的に負担の大きかった米袋などの重量物

の運搬作業を軽減・効率化し、さらにライスセン

ターの建設により、乾燥調整作業にかかる重労働

の軽減に繋げた。

そのほか、デザイン系の専門学校で学んだ瑞穂

氏のセンスで、現場作業における女性陣のモチベ

ーションを高める工夫も随所に施されている。そ

の工夫とはたとえば、農業施設の内装にピンク色

を採用したり、作業所の2階にある倉庫を改装し

て多目的スペースを開設したりするなどである。

農業の現場では力仕事だけではなく、水管理な

どの細かく緻密な仕事もあり、根気が必要な作業

は特に、相対的に女性が秀でているという認識が

なされている。

農業機械を丁寧に扱う点においても、総じて女

性の方が優れている点が評価されている。

同社の場合、規模拡大に合わせて農業機械の積

極的な導入や施設投資を進めることで作業の効率

化を図る方針をとっており、高額な諸設備の耐用

年数を伸ばすという点でも、女性の活用は不可欠

である。

審査委員の声
「水稲作は男性中心の現場」という固定概

念を見事に覆された。ここでは、女社長であ

る瑞穂氏が大型トラクターに乗って颯爽と、

現場の中心となって米を作っている。ご本人

は「できるからやっているだけ」と自然体。

目が覚める思いがした。

サポートするのは、実質的な経営者である

父親の敏氏。女性が現場で働きやすいように

こまごまと配慮をしている。このサポートが

あっての女性の活躍である。

今後は、社長である瑞穂氏が名実ともに経

営者へと成長されることを期待したい。
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石川県白山市に本社を置く（株）六星は稲作

と、自社のもち米を使用した和菓子の加工販売を

行っている。その前身である中奥六星生産組合は

1977年に発足し、当初は野菜と米の生産のみを

行っていた。その後1982年に加工・販売事業を

開始し、1989年に有限会社化、現在の代表取締

役である輕部英俊氏は1997年に就任した。

経営面積は田138ha、畑6haであり、ライス

センターや精米所などの施設、餅や惣菜の工場、

県内3か所に直売店を有している。売上高は9億

8千万円（2015年3月期）で、女性社員比率の

高い店舗事業の売り上げが伸びている。従業員数

は124名であり、うち女性は88名（一般職15

名、常勤パート73名）である。以前は餅工場、

事務に女性社員の比率が高かったが、2010年の

店舗強化事業によって店舗での接客・調理や総菜

工場の部門で急増している。

１. 経営理念の改革

輕部氏は入社後、組織改革と営業強化に着手。

それまでの六星には、計画→実行→検証→改善と

いうPDCAサイクルのようなマネジメントの概念

や知的資本の管理などのルールがなく、農産物の

生産部門を主とした男性中心の組織であった。

輕部氏は、加工品の直売や新商品の開発に力を

注ぎ、弁当や総菜、和菓子といったあらたな商品

の開発と販売に着手していった。店舗での加工品

の購入者はほとんど女性であっため、女性スタッ

フの意見や店舗からの情報を積極的に取り入れる

ことが重要だと考えた。これらの情報を会議で共

有し、季節ごとの和菓子やお弁当の新商品開発に

活かすなど、女性スタッフのアイディアも取り込

む活動を展開している。

株式会社六星

代表者名 輕部　英俊 資本金 24 百万円

設立年 1989 年 10 月 26 日 売上高 980 百万円（2015 年 3 月期）

事業内容
生産（稲作）、消費者直売、
加工・製造販売、飲食、
作業受託、卸売

経営規模
田 138ha、畑 6ha、
施設6,680㎡、加工場1,100㎡、
直売所 500㎡

従事者数 124 人（うち女性 88 人。女性内訳：一般職 15 人、常勤パート 73 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
休暇（産前産後・育児・介護）

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（屋内トイレの設置）

加工・販売セクションで女性が大活躍

石川県白山市

※2016年3月現在
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２. 休暇や勤務時間に関わる制度

近年、販売事業を開始したことで女性社員が増

加した。そうした背景も受けて、育児介護短時間

制度や産前・産後や育児、介護に関する休暇制度

を整備している。また年間92日間の休暇を取得

できるように社則を定めた。しかし、女性が多く

活躍する販売部門は生産部門に比べて季節ごとの

繁閑の差が小さく、週末は特に忙しい。そうした

状況から、今後は週末のどちらかを必ず休暇にす

ることを目標とし、改善に取り組んでいる。近年

導入した店舗間の従業員のシフト調整などを用い

て課題の解決に取り組んでいる。

３. 女性社員の活躍「3 人の女性店長」

六星はパート従業員のなかで意欲や能力の高い

従業員を、積極的に正社員へと登用している。

2007年から2015年4月に至るまで計4名が社

員へと昇格しており、六星の直販店である3店舗

はそれぞれ3人の女性店長が運営の中心となって

リーダーシップを発揮している。このうち2人は

パートから社員に登用され、また残る1人も新卒

で入社し、その後店長を任せられることとなっ

た。さらに通信販売部門のリーダーも女性社員が

担っている。

近年の経営の課題として、店舗の顧客層が次第

に高齢化してきたことがあった。そこで20～30

歳代の女性をターゲットとした店づくり・商品づ

くりを目指し、女性店長3人の意見も取り入れな

がら様々な改善を行って、売上を伸ばしている。

これからは購入者の声や従業員からの意見を取り

入れながら、外部の専門家の意見も取り入れて、

デザイン性や機能性を考慮したブランド・商品・

店づくりを目指している。

４. 女性が働きやすい環境の整備

新卒採用には男女の区別なく募集を行い、

2009年から2015年4月までに計10名の女性

社員を採用した。2016年度も新卒の女性2名の

採用を予定している。また産後の休暇制度の整備

に加えて、社員個人の環境を考慮した柔軟なワー

クスタイルを協議して決めていく姿勢である。

入社5年目の女性社員である倉元氏は平日100

個、休日200個もの塩豆大福を作っており、店

舗部門で重要な役割を担っている。

倉元氏は「同僚と上司を尊敬しており、アット

ホームな雰囲気のため、この仕事を結婚しても続

けていきたい。シフト制による勤務形態に満足し

ており、自分のアイディアがミーティングを経て

商品化されることがとてもうれしい」と語ってい

るのが印象的であった。

審査委員の声
パート社員を正社員に転換したり、店長に

抜擢したりするなど、やる気のある社員の能

力を引き出すキャリアパスの提供が実践され

ているところがすばらしい。

小売部門の3人の店長はすべて女性で、若

い女性社員の良いロールモデルとなっている。

また、社員が顧客との会話から得た情報を

会議で共有したり、社員のアイディアを商品

化したりする仕組みもうまく機能している。

自分の意見がきちんと取り入れられている

という実感が、男女を問わず社員の積極性を

引き出しているのではないだろうか。
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（株）ぶった農産は、石川県野々市市で稲作や野

菜の生産・加工・販売を行う経営体である。経営

耕地面積は水田28ha、畑1.4haで、米や漬け

物などの農産加工品及び海産加工品を、直営販売

店2店とインターネットで販売している。法人設

立は1988年で、2001年に株式会社化した。

現在の従事者数は22名で、うち女性は13名

（女性の内訳：役員1名、管理職1名、一般職4名、

常勤パート7名）となっている。

ぶった農産は「生産事業（水稲・野菜等の栽

培、水稲農作業請負）」「加工事業（農産・海産物

加工）」「販売事業（米、農産・海産加工品の販

売）」「研究開発事業（水稲栽培技術研究及びコン

サルティング）」の4事業を行っているが、特に

女性従事者が活躍しているのは加工業事業と販売

事業である。

１. 女性の活躍に対する経営者の意識

創業者の佛田孝治氏、二代目の佛田利弘氏は、

男手と女手が長所短所を日々補い助け合いなが

ら、農業を営んでいくことが農家として当たり前

だという考えを長く持っていた。

一般企業のサラリーマンと同様に、農業でも家

庭内で助け合わなければ良好な関係を維持するの

は困難である。

そこでぶった農産では男女の向き不向きを肯定

的に捉えており、組織内においても同様に、互い

の長所短所を活かしながら日々実直に業務に取り

組むことをモットーとしてきた。

株式会社ぶった農産

代表者名 佛田　利弘 資本金 10 百万円

設立年 1988 年 3 月 1 日 売上高 147 百万円（2015 年 2 月期）

事業内容
生産（稲作）、加工・製造、
消費者直売、作業受託、
研究開発

経営規模 田 28ha、畑 1.4ha

従事者数
22人（うち女性13人。女性内訳：役員1人、管理職1人、一般職4人、
常勤パート 7 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
休暇（産前産後・育児）

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室・屋内トイレの設置）、重労働等の業務改善、 
技術・知識の習得支援

消費者目線で働く女性が顧客を確保

石川県野々市市

※2016年3月現在
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２. 研修制度の活用 
【女性の長所・経験を活かす加工・販売事業】

ぶった農産では、入社時と毎年、各社員から希

望する部門の聞き取りを行っており、近年は加工

部と販売部の女性社員の交換人事異動を実施した。

加工業事業と販売事業では、女性が中心となっ

て業務の組立てから実施までを行っている。その

事業での従事者数14名のうち、女性は11名で

あり、そのうち男性1名と女性4名は2014年に

新たに雇用した。北陸新幹線開業に合わせて金沢

駅内にできた、金沢百番街「あんと（石川県内の

メーカーがテナントを集めた銘品街）」への出店

のためである。

ぶった農産が扱う商品は食品で、顧客の多くは

女性となっている。自社で生産・加工・販売して

いる商品が女性顧客の厳しい評価にも耐えられる

ように、女性従事者が顧客と同じ厳しい目線で、

日々の品質管理を行っている。また。経験豊富な

女性販売員が接客することで顧客から信頼を得、

最近では「あんと」の顧客女性目線の意見やアイ

ディアを商品や企画に活かしたことで、個人向け

販売売上高が前会計年度に対して61％向上した。

また繁忙期などは、自らが所属する部門以外の

業務にも従事することにしている。販売部門の従

事者でも、他部門の作業方法、業務の知識などを

身につけ、接客や、他部門との自発的コミュニケ

ーションの醸成に繋げている。加えて、各人の可

能性や適性を経営層だけでなく、社員の間でも把

握ができるように意識している。

３. 子育て・出産に関わる制度

男女ともにタイムカードを15分刻みにし、子

育てや学校行事、健康状態等による遅刻や欠勤に

ついて、言い出しやすく柔軟に対応できる体制作

りを行っている。

４. 働きやすい環境

2015年から、有給を5日まとめて取得するこ

とを推奨している。有給を取得しても業務に支障

が出ないように、ふだんから仕事への取組み方を

自律し工夫してもらうようにしている。

設備の面では、2013年にトイレを洋式へ改装

した。2階倉庫の資材を動かす負担を減らすため

に、昇降機を設置して軽労化に取組んでいる。情

報共有の面では、作業段取りや出荷情報等は毎日

の“全体朝礼”で、品質や販促等は週次の“役員

社員ミーティング”で情報発信や共有をしてい

る。全体朝礼は特に「あんと」への出店により本

社と離れて業務を行う従業員との連携にも役立っ

ている。

セクハラ・パワハラ等の対応は女性従業員に担

当してもらい、従業員のライフステージの変化な

どによる相談にも対応している。また2013年

に、いしかわ男女共同参画推進宣言企業の第1回

認定を受けている。

審査委員の声
石川県野々市市で稲作に加え、郷土料理の

「かぶら寿し」という加工食品で事業を拡大

しているぶった農産。2代目となる佛田利弘

社長は農業改革のオピニオンリーダーとして

知られるが、女性が活躍できる職場作りでも

着々と布石を打っている。

特に同社の飛躍のカギを握ったかぶら寿し

販売では、「加工部、販売部では女性職員が、

女性が多い顧客と同じ厳しい視線で品質管理

を行っている」という。その象徴が金沢駅内

の銘品街「あんと」への出店で、この職場で

は当然、女性が主役だ。そこで売られている

漬物の商品化でも女性目線のアイディアが活

かされている。
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（有）佐野ファームは、静岡県西部の森町におい

て、2003年に法人化された農業法人である。有

名総菜店との生鮮野菜の取引が法人化のきっかけ

であり、現在の生産の約8割をレタス生産が占め

ている。その他、約28haの圃場では、夏場のス

イートコーン、米（自社内販売用）、ルッコラ、ミ

ニトマトなどで輪作体系を組みながら、様々な農

産物の栽培を通年で行っている。食の安全・安心

について、出産・育児の中心を担う女性消費者が

とくに高い関心を寄せていると考え、女性に受け

入れられる食品を生産することを重要視してい

る。法人化以降、有機JAS認定、しずおか農水

産物認証、JGAP認証を取得し、顧客満足度の高

い、良質な商品を出荷することを旨としている。

代表の理念に共感した23名のスタッフは、正社

員・パートを問わず一つのファミリーであると捉

えられ、20代から80代まで年齢層も幅広い。

１. 経営者の意識改革 
〜女性を裏方から表舞台へ

法人化した当初こそ、県内の法人の経営陣が集

う会合等で女性が参加することは稀であったが、

そこで好意的に迎えられたことが、法人スタート

時における大きな励みになったという。また、ス

イートコーンの最盛期に高速道路SAで行ってい

る直販では、女性が販売員をしている場所の方が

好成績で、固定客の確保に繋がっており、女性を

活用していることの強みとして評価している。

かつての個人農家では、表舞台に立つのは男

性、それを補佐するのは女性という状況が珍しく

なく、個人経営の感覚が抜けない時期もあった。

だが今日では、女性のきめ細やかな特長を活かし

た経営の推進が進められ、認証業務を通じた社内

有限会社佐野ファーム

代表者名 佐野　元洋 資本金 3 百万円

設立年 2003 年 5 月 2 日 売上高 147 百万円（2015 年 4 月期）

事業内容
生産（レタス類、トウモロ
コシ等）

経営規模 施設 9,240㎡、直売所 20㎡

従事者数 23人（うち女性9人。女性内訳：役員1人、一般職4人、常勤パート4人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
休暇（産前産後・生理・育児）、育児休業後の継続就業支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室・屋内・野外トイレの設置）

女性スタッフが考える食の安全・安心重視の農場経営

静岡県周智郡森町

※2016年3月現在
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制度の整備、対外的な折衝やPRに関する業務

は、女性が推進役となる場面も多くなっている。

２. 役員体制における女性活躍の展望

役員は現時点では代表・佐野元洋氏と専務・佐

野敦子氏の夫妻が務めており、それぞれの得意分

野を活かして役割分担しながら、経営にあたって

いる。

近年、夫妻の長女である文美氏が後継者候補と

して入社し、インターネットにおける情報発信や

カフェ構想など、若い女性としての感性を活かし

た活動に着手を始めている。同法人がこれまで育

んできたファミリーとしての一体感を守りつつ、

さらに次世代を担う有能なスタッフが入り、いつ

か幹部を務めてくるようになる日を期待している

ところである。

３. 子育て・出産にかかる制度

現時点で産休取得中の女性社員が1名おり、こ

れが佐野ファームにおける初の取得実績である。

社会保険労務士からのアドバイスを受けながら、

育休明けの継続的な就業支援などを実現していく

計画である。

また、いのちを育む産業に従事しているという

自負から、将来の消費者、あるいは社員候補にな

りうる子供たちをともに育てていくという意識

で、諸制度の整備を行っていきたいと考えてい

る。たとえば今後の展望として、夏休み中の一時

預かり施設の類を設置するなど、幼稚園教諭経験

のある敦子氏の知見を活かした構想も出ている。

４. 女性が働きやすい環境の整備

現場作業は行程毎に2～3名から5～6名の少

人数の男女混成チームを組んであたり、正社員・

パートの別なく作業を分担し合う体制である。こ

うした体制により、急な休みに対応すると同時

に、責任感を自覚することにも繋がっている。

女性や年長者は男性とくらべて相対的に腕力で

は引けをとるスタッフも多いが、農業機械の運転

免許や農業技術検定などの取得を推進し、現場で

の不足部分は働き盛りの男性陣が分担するなどの

配慮も自然に行われている。

また、定期的な話し合いの機会を設けること

で、現場に発生する諸問題の改善から効率化のア

イディアまでが共有できており、社内の一体感を

生んでいる。

求人に対する女性の応募は増えており、現在雇

用している女性社員4名のうち3名は県外出身で

ある。

審査委員の声
トウモロコシの町として知られる森町に

は、夏になると農家があちこちで直売所を出

す。同ファームも人気店のひとつ。店での接

客、通販の対応、PRやイベントなどで女性

スタッフが大活躍している。

生産を統括する社長を支え、組織全般を管

理する佐野敦子専務は経営に関する勉強会に

積極的に参加し、異業種の社長に揉まれなが

ら経営力を身に付けた行動力の持ち主である。

朝礼の実施、経営理念づくりなど組織づく

りに心を配ってきた。社員にも社外研修の受

講をすすめ、新しい仕事にも挑戦してもらう

ため率先して組織の活性化をおこなっている。

女性陣が中心となって開発したポップコー

ンを初めとするおしゃれな六次化商品の今後

が楽しみだ。
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京丸園（株）は静岡県浜松市にある、施設野菜

や露地野菜の生産・販売を行う農業法人である。

創業は1954年の伝統のある企業で、2004年に

は農業生産法人の認可を受けた。現在、10,000

㎡の施設と0.7haの田0.5haの畑を経営し、売

上高2億9,100万円（2014年度9月期）を計

上している。従事者は73名で、そのうち女性従

事者が38名となっている。従事者の内訳は、役

員（男性2名、女性2名）、正社員管理職（男性

2名、女性1名）、正社員一般職（男性2名、女性

2名）、常勤パート（男性29名、女性33名）で

ある。なお、男性17名、女性6名の障がい者を

雇用している。

１. 女性の能力と意識改革

女性活躍推進の取組みに至った理由には、初め

て採用した社員が女性で、その女性社員が優れた

業績を残したことが挙げられる。その女性社員

は、旺盛な研究心を持ち、水耕野菜の栽培やハウ

ス内の設備や配置などの効率化を考えて仕事を進

め、女性ならではの視点で収穫コンテナのコンパ

クト化や軽量化を実現した。この経験から代表の

鈴木氏は、女性は単に労働力の提供者ではなく、

女性の能力を生かした経営戦略を考えるべきであ

ると考え、積極的な登用を行うこととなった。現

在では、野菜の出荷調整作業など、細かな手作業

が必要とされ、多くのパートタイム労働者を雇用

するために必須である労働管理において女性を登

用し、細やかな気配りと声掛けで成果を上げてい

る。

京丸園株式会社

代表者名 鈴木　厚志 資本金 8 百万円

設立年 2004 年 10 月 1 日 売上高 291 百万円（2014 年 9 月期）

事業内容
生産（チンゲンサイ等）、
消費者直売、作業受託

経営規模
田 0.7ha、畑 0.5ha、
施設 10,000㎡

従事者数
73人（うち女性38人。女性内訳：役員2人、管理職1人、一般職2人、
常勤パート 33 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
休暇（産前産後・生理・育児・介護看護）、短時間勤務制度、育児休業
代替要員を確保、育児・介護休業中の能力向上、育児休業後の継続就業
支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室・屋内・野外トイレの設置）、重労働等の業務改善、
技術・知識の習得支援

すべての従業員が適材適所で働ける笑顔創造会社

静岡県浜松市

※2016年3月現在
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２. 子育て・出産に関わる制度

家庭と仕事の両立のための仕組みとして育児介

護休業規定を設定し、また出産前に休業できるよ

うに就業規則を新たに定めた。出産後も、子供の

小学校入学前まで短時間勤務できるようにする対

応や、子供の体調不良時に看護休暇を柔軟に取得

できるようにしている。

さらに社員・パートタイム労働者ともに、子供

の学校行事などへの積極的な参加のための有給休

暇の取得を奨励し、介護休暇制度の導入などもし

ている。育児休暇は、もちろん男性も取得でき、

出産後は同じ部署に戻ることができるサポートが

なされている。

以上の取組みにより、京丸園は2015年に子育

てサポート企業として厚生労働大臣の認定を受け

た実績がある。

３. 女性の登用と成果

代表の鈴木厚志氏は、就学前の子供がいたため

に短時間のパートとして働いていた女性の一人

を、その後子供の就学を契機にフルタイム勤務の

社員へと昇格させた。現在では商品部の部長職と

して、全品目の野菜の出荷調整作業を取りまとめ

る立場で活躍している。

この経験から京丸園では、女性社員に、通常業

務のみでなく定期的に、市場やスーパーでの消費

宣伝会議や各市場担当者との販売会議へ積極的に

参加させ、経験を積ませることにした。さらに女

性の視点を生かして、消費者ニーズに合った商品

開発やパッケージデザインの意見を出すなどして

もらうことで、キャリアアップを図っている。

実際に女性のアイディアで、出荷用段ボールの

サイズを相手先によって変えるなどの工夫が生ま

れ、取引先でのロスが減り、顧客の満足度が増大

するなどの成果を残している。

人事評価は、正社員・パートタイム労働者とも公

平に評価し、会社役員と面談することで一人一人

の働きやすさの向上と家庭との両立に努めている。

４. 女性が働きやすい環境の整備

夏場のハウス内での収穫作業は、暑さ対策をし

ても体力的に過酷である。そのためチンゲン菜の

調整作業場を建設し、女性にはその作業に従事し

てもらうようにした。収穫作業をなくすことによ

って、女性の労働環境が改善されただけでなく、

車によるコンテナの運搬などの作業も不要となり、

作業の効率化や経営改善に大きく貢献している。

また、この時に調整場も併せて建設したことで、

女性と障がい者のみで働く環境ができ、収穫、梱包、

検品、出荷までを一貫して同じ場所でできるように

なった。衛生管理の徹底のみならず、作業時間の

短縮と経費の削減にも繋がっている。この取組み

で、日量10,000本であった出荷量が20,000本

に増大し、売り上げも順調に推移するなど、経営

面でも好影響をもたらしている。

このほか、休憩室や屋内トイレの整備、機械や

作業台の調整なども行い、女性が働きやすい環境

を整えている。

審査委員の声
全ては、経営理念である「笑顔創造」のも

と、ユニバーサル農園への転換に始まり、女

性を単なる労働力の提供者として捉えるので

はなく、その特性を生かした戦略を考え、女

性の「働きたい」という思いに応える明快な

ビジョンが心地よい。職域拡大、就業規則の

整備により、就業継続を支援する仕組み作り

と、障がい者雇用を通じて「働くこと」の純

粋な尊さや、他者への思いやりを醸成する職

場風土づくりの成果は、作業環境の改善、効

率化につながる社員の提案にもつながってお

り、事業、業種に関係なく、ダイバーシティ

先進企業として評価できる。

2015年度 農業の未来をつくる女性活躍経営体100選
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（株）カクト・ロコは静岡県浜松市北区都田町の

農村地域にあり、サボテンなどの多肉植物を全国

のホームセンターや園芸店に向けて生産・販売し

ている。社名の「カクト・ロコ」とは、スペイン

語で“サボテンに夢中”という意味である。

1960年代にミカンの栽培を開始、70年代は

肥育牛やナシの生産を行っていたが、80年代に

「なぜ農業は、農家が生産した農作物に、値段を

つけられないのか？」と当時の農業のあり方に疑

問を抱いたのが、多肉植物導入のきっかけである。

その後、農産物の直売に力を入れ始め、1989

年にはサボテン栽培に転換。1996年にはサボテ

ンや多肉植物、他農産品の直売店「サボテンラン

ド　カクト・ロコ」をオープンした。サボテンや

多肉植物の生産に加えて様々な農産品の直売に力

を入れるようになり、2004年に法人化した。そ

の際、夫から「これからは女性が活躍できるよう

に」と勧められ、野末信子氏が代表取締役に就任

し現在に至る。

多肉植物は細かい作業が多く、センスが求めら

れることから、「女性こそ力が発揮できるのでは」

と創業時から多くの女性を雇用している。売上高

は、創業時の6,000万円から、2015年9月期

には2億2,000万円まで増加し、法人化後の11

期全てで黒字となっている。

１. 女性が活躍する多肉植物の 
生産・販売への舵取り

信子氏以下、会社の4部門（ネット・店舗販売、

寄せ植え、生産、出荷）の責任者は全て女性であ

る。80年代後半に農業の先行きが不安視される

中、サボテンに出会い、「この見た目に面白い植物

株式会社カクト・ロコ

代表者名 野末　信子 資本金 8 百万円

設立年 2004 年 10 月 8 日 売上高 220 百万円（2015 年 9 月期）

事業内容
生産（花き）、消費者直売、
加工・製造

経営規模
施設 20,000㎡、加工場 20㎡、
直売所 300㎡

従事者数
86人（うち女性73人。女性内訳：役員1人、管理職6人、一般職5人、
常勤パート 61 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
休暇（産前産後・育児）、短時間勤務制度、育児休業代替要員を確保、
育児休業後の継続就業支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室・屋内・野外トイレの設置）、重労働等の業務改善、
技術・知識の習得支援

女性社長と女性責任者が連続黒字経営を実現

静岡県浜松市

※2016年3月現在

40

経営概況



を、もっと世の中に広めたい」と思うようになり、

経営転換を行った。夫婦を中心に雇用も行ってい

たが、2004年に夫婦2人が50歳を過ぎた頃、

「いくら夢を語っても夫婦単位では次世代に想い

を継ぐことは難しい」と考えるようになり、誰で

も経営を継承でき、組織で農業が営めるように法

人化することとなった。

初期は、信子氏自らが全国のホームセンターに

PRを行い、まだ知名度の低かった多肉植物の栽

培方法や楽しみ方を直接伝えに行った。女性社長

であるということで、販売店や消費者にも受け入

れられやすく、現在は全国のホームセンターの約

8割に納品している。

生産においては、若手の女性社員の色・形の感

性を活かした商品作りにより、商品力が高まり注

文も増加している。多肉植物は定植から出荷まで

時間がかかるため、販売管理に基づく生産計画を

行うよう、各部門の女性責任者が細やかに連携し

て業務に従事している。

２. 女性社長への就任

信子氏の代表取締役就任については積極的に学

ぶ姿勢が夫にも理解され、評価されたからだという。

約30年前から地域の専業農家の若妻グループ

で複式農業簿記を学び、パソコンでの記帳を行っ

て経営記帳を任されたり、農林事務所が開催する

経営セミナーを受講して経営について学んだり、

地域の農業者でアグリフォーラムを立ち上げたこ

となど、ひとえに信子氏の努力あってこそである。

３. 子育て・出産に係わる制度

子供を持つパート社員の間では、子供が幼稚園

や学校に行っている時間帯だけ、たとえば10時

から13時まで昼休みもなく働きたいという声も

あり、希望するパート社員には、個々の事情で勤

務時間を決められるようにした。また、学校行事

や子供の発病等の場合にも休暇がとれるよう、雇

用する人員に余裕を持たせている。

産休・育休制度については、パートとして働い

ていた次期後継者の妻が最初に制度を利用し、他

の社員やパートに対しても利用しやすいようPR

するなど、女性が出産・育児を経ても働き続ける

ことができるよう考えている。

４. 女性が働きやすい環境の整備

施設設備関係では、圃場ごとに簡易トイレ・休

憩室・いつでも飲める飲料水、特に夏場には自家

製の梅ジュースを用意し、健康にも留意した働き

やすい環境づくりに取り組んでいる。

また、重労働等の業務改善、技術・知識の習得

支援にも取り組んでいる。現在、集出荷場及び作

業場は傾斜地に建っており、台車を動かす場合な

どに働く人に負担がかかっている。そのため今後

は、業務の拡大に伴って　新たな集出荷場等の建

設を行い、作業の効率化と働く人に優しい職場づ

くりを行っていきたいと考えている。

審査委員の声
会社設立当初から女性の自立や活躍を目指

してきた。社員には、社長の志に共感した、

不屈の精神と自身の魅力を自覚して発信でき

る“美貌”を兼ね備えた女性たちが集まって

いる。そんな彼女たちに「自分の足でしっか

りと立って生きていけ」とエールを送り続け

る野末社長は、まさに女性経営者のロールモ

デルといえる。経営については会長と社長の

立場で議論・検討し、基本方針などを導きだ

してきた野末夫妻。夫婦としてではなく経営

者としての対等で明確な役割分担が、女性社

長の意識を育ててきたに相違ない。個を尊重

する一方で、課題は役員会で解決し、各部門

の女性責任者同士が密接に連携するなど、協

調の精神も根付く魅力的な経営体だ。

2015年度 農業の未来をつくる女性活躍経営体100選
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（株）ささらは三重県鈴鹿市で「経営の発展と家

族生活の充実の両立」を理念に掲げ、茶の生産、

加工、直売を行っている。2006年、3戸の3夫

婦によって農業法人として設立された。2008年

3月28日には3家族それぞれが家族経営協定を

締結。同時に3家族間の経営計画も策定した。ま

た地域のNPO法人との連携により「コラボワー

ク」制度を導入し、乳幼児を育てる母親たちも農

繁期に作業を行えるようにしている。

樹園地16ha（うち所有地10ha、借地6ha）

と3,900㎡の製茶工場を有し、日本有数の大き

さである製茶工場は、畑面積にして約90ha分の

茶葉の加工まで、対応することができる。86戸

の地域の農家と連携し、経営面積にして74ha分

の茶葉を併せて加工販売しており、地域の製茶産

業において基幹的な役割を担う。

近年、大野夫婦の息子と伊川夫婦の息子が加わ

り、大野家3名、伊川家3名、名村家2名の計8

名で運営している。

１. 経営理念の明文化

2006年に事業を開始したが、その2年後の

2008年に家族経営協定の締結に取り組むことと

なった。それは県の普及センターからの働きかけ

や、専門家である内山智裕氏（東京農業大学教

授）の「協定とは、就業時間や休日を定めるだけ

でなく、それぞれの家族がこうしていきたいとい

う希望をかなえるもの」という説明に共感したか

らである。個々の「農業者」「家庭人」「市民」と

しての役割ややりがいを丁寧に話し合うことで3

家族それぞれの家族経営協定の締結と会社の長期

計画である「ささら21世紀計画」を策定した。

計画には、①参画する全ての者の能力発揮によ

株式会社ささら

代表者名 大野　博司 資本金 12 百万円

設立年 2006 年 1 月 1 日 売上高 242 百万円（2014 年 12 月期）

事業内容 生産（茶） 経営規模
畑 16ha、施設 9,561㎡、 
加工場 3,900㎡

従事者数 8 人（うち女性 3 人。女性内訳：管理職 3 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
休暇（育児・介護）

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室・屋内トイレの設置）、重労働等の業務改善、 
技術・知識の習得支援

会社の経営発展と家族の生活満足度をともに実現

三重県鈴鹿市

※2016年3月現在
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る農業経営の発展、②ワークライフバランスの実

現による個々の人生の充実、③地域に貢献できる

農業経営の実現、を目標とすることが記され、経

営理念の基礎となっている。

計画を策定した結果、3家族の共通の目標を確

認することができ、また意識が高まったため経営

の点検や見直しができるようになった。これによ

り、女性たちの計画とアイディアを経営に反映で

きる仕組みが整い、消費者目線の商品の開発やサ

ービスの提供、働きやすい職場つくりに加え、個

人の意欲の増進にもつながっている。

２. 地域の子育て女性への貢献

ささらはNPO法人マザーズライフサポーター

と連携し、「コラボワーク」を導入している。対

象は就学前の乳幼児を育てる母親であり、6～8

人でグループを組んで「仕事班」「託児班」「待機

班」に分かれ、「午前1.5時間」「午後1.5時間」

「全日3時間」から選び勤務シフトを作成。勤務

中は近隣の公民館で託児班やNPOから派遣され

た保育士に子供を預け、体調不良やケガなどの事

態にもすぐに駆けつけられる環境を整えている。

作業は二人一組で茶畑に遮光幕をかぶせ、2週間

後にそれを巻き取りトラックに乗せるというもの

である。慣れない作業に戸惑いながらも、自然の

中でリフレッシュできると喜んでもらっている。

３. キャリア形成への取り組み

地域農業者からなる、地域農業の振興や消費者

交流を目的とした「椿の農業と地域を考える会」

に参加し、自社農場にてお茶摘み体験や工場見

学、お茶づくり体験、昼食会といった体験ツアー

を開催している。また三重県農村女性アドバイザ

ーの認定を受け、農村女性ネットワーク「Agriロ

マン鈴鹿」の活動にも参画し、ネットワークづく

りに積極的に取り組んでいる。

加えて、日本茶アドバイザーの資格などの経営

に役立つ資格取得やスキルアップ研修へ積極的に

参加し、販促活動や経営改善に活かしている。

４. 女性の活躍する環境づくり

ささらの従業員は、チャレンジ精神をもって創

造的に業務に取組んでいる。女性が商品開発や販

売促進部門の担当をすることで、消費者目線の商

品開発が進み、直売所のレイアウトがより洗練さ

れた。イベント出展等の消費者交流事業にも積極

的に参加し、地域との交流を深めている。家族経

営協定の策定後は労働形態も見直され、夜通しで

の作業はなくなり、農閑期には趣味の陶芸やスポ

ーツ、ガーデニングなどの生活面での余裕も生ま

れたという。

さらに「コラボワーク」制度を発展させ、これ

からの地域の子育て中の若い女性にとっても働き

やすい就業システムの構築に取り組んでいる。

審査委員の声
茶の需要が伸び悩む中、伊勢茶の産地鈴鹿

市で、3戸の茶農家で（株）ささらを2006

年設立。2年後の3月に3家族それぞれの家

族経営協定と、「ささら21世紀計画」を同時

に締結した点が、先進事例として注目され

る。法人化したから家族経営協定は不要では

なく、「農業人」「家庭人」「市民」としての

役割ややりがいを丁寧に話し合い、普及セン

ターの指導もあって会社の経営、就業規則で

はカバーできない「家庭の役割分担」や「趣

味・余暇時間」の確保を協定で定めている。

急須で大野久美子さんがいれてくださったお

茶をいただきながらゆっくりと過ごした時間

は心が落ち着いた。貴重な伊勢茶の伝統を持

続させて、次世代につないでほしい。
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（有）松葉ピッグファームは、豚の繁殖・肥育か

ら精肉・加工及び直売までの一貫経営を行う、

1997年に法人化された経営体である。創業は

1955年頃で、現在の代表取締役の父が庭先養豚

として始めた。1973年に現代表が就農、結婚後

は夫婦で3人の子育てをしながら養豚経営に取り

組んできた。

「農業経営は自分たちの代で終わり」と考えて

いたところ、農外就業をしていた息子たちが次々

とUターンし、2004年に次男が、2006年には

長男が就農し、養豚経営を選んだ。これにより飼

養頭数と雇用を増やして規模拡大し、経営改善に

も取り組んできた。2011年に三男が就農したの

を機に、母豚を180頭から260頭へ拡大し、現

在に至っている。

2007年に建設した自社専用のミートセンター

で行う精肉・加工部門は毎年好調に伸び続けてい

るが、この伸びは、女性の活躍に負うところが大

きい。女性従業員の発想から生まれたメンチカ

ツ、ハンバーグ、豚肉の味噌漬等が人気商品にな

った結果、2014年度決算での精肉・加工品の売

上は、全体売上の約3割を占めるようになった。

精肉・加工部門の売上が伸び、消費者の反応が

直接伝わることから、養豚の生産現場でもモチベ

ーションが上がっている。飼育環境を最適に保っ

て育てる「さくらポーク」のブランド名は、市場

で高く評価され、生産部門もまた出荷頭数、売上

ともに向上している。小学校や高校生を対象にし

たウインナー作りでは、豚を通して「命の大切さ」

を伝える食育を行う等、地域貢献にも力を入れて

いる。

有限会社松葉ピッグファーム

代表者名 松葉　幸道 資本金 3 百万円

設立年 1997 年 1 月 1 日 売上高 380 百万円（2015 年 4 月期）

事業内容
生産（養豚）、消費者直売、
加工・製造（ハンバーグ等）、
観光・交流

経営規模
田 1.55ha、施設 950㎡、加工場
200㎡、直売所 3.5㎡、畜舎
5,000㎡、母豚 260 頭

従事者数
16 人（うち女性 10 人。女性内訳：役員 1 人、一般職 1 人、常勤パート
8 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
短時間勤務制度

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室・屋内トイレの設置）、重労働等の業務改善

苦労を糧にした経営と女性の活躍で事業を拡大

三重県いなべ市

※2016年3月現在
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１. 女性の活躍により経営力が向上

代表取締役の松葉幸道氏と妻で取締役の里美氏

は、夫婦で養豚経営に取り組んできたが、生き物

相手の仕事は年中無休で、子供たちと過ごす時間

もままならず、ましてや宿泊を伴う家族旅行はで

きなかった。このような経験から2011年、次男

の妻の入社を機に家族協定を締結した。協定に

は、経営におけるモットーや長期目標のほか、育

児や介護が必要になった時は家族全員で協力しあ

うこと、休日・休暇を積極的に取得し、旅行など

の余暇にあてること、学習・研修の機会があれば

積極的に参加すること等が盛り込まれている。

2007年に精肉・加工部門を立ち上げるにあた

り、女性パートを2名雇用した。女性パートは包

丁さばきが巧みで即戦力として活躍した。里美氏

は精肉・加工商品の配達業務を担当しているが、

顧客層は主婦が多いため、配達の際に女性同士の

コミュニケーションを通して貴重な意見や要望を

吸い上げることができ、固定客の確保や直売の販

路拡大につながっている。松葉ピッグファームで

は、女性の活躍が経営力の向上に寄与しているこ

とから、今後もこれまで以上に女性が働きやすい

職場環境づくりを進めていきたいと考えている。

２. 地域の子育て女性への貢献

2009年から継続雇用している女性パート従業

員を、2015年9月に正社員へと登用した。精肉

加工技術と知識を習得・熟練し、その技術を後続

のパート従業員へ伝授することができ、新商品開

発等にも率先して取り組んでいることなど、欠か

せない人材との認識からである。

３. 子育て・出産に係る制度

女性従業員が育児や家事と両立して働けるよ

う、出退勤時間を各自の都合に合わせて自由に設

定できる勤務体制を整備している。幼稚園の送迎

や家事を優先した勤務時間設定が可能なため、勤

務中は仕事に集中でき、仕事効率も良い。また、

短時間勤務や休日出勤も可能で、無理なく長期に

わたり仕事を続けることができる。その結果、精

肉・加工等の技術や知識も向上し、キャリア形成

につながっている。女性従業員は豚肉料理のレシ

ピや新商品開発を行っており、誰もが自由に意見

を言える雰囲気を大切にしている。

４. 女性が働きやすい環境の整備

休憩室や屋内トイレの設置に加え、2014年度

にはミートセンターを新設した際、女性従業員の

意見を取り入れたロッカールーム等を設置した。

今後、自社の豚肉を使用した焼き肉レストラン

と、惣菜加工施設を併設する予定である。女性従

業員の意見を取り入れ、女性が働きやすい職場環

境を整え、女性従業員を雇用し、6次産業化の取

り組みをさらに進めていく。

審査委員の声
「休みもなく、子育てと養豚経営の両立に

苦労した経験を、次世代には味合わせない」。

松葉里美さんの覚悟が働きやすい職場つくり

の原点にある。

コミュニケーション能力・主婦感覚を大事

にし、女性従業員が家事と両立できるように

出退勤時間を弾力的にしている。2011年に

は家族経営協定を結び、家族全員で協力し合

うことで、休日の修得や地域貢献ができてい

る。就労体制を整備することで年間を通して

安定的な養豚経営を行えるようになった。

消費者とコミュニケーションを取るなか

で、女性の情報収集力・発想力を発揮するこ

とが、事業拡大につながっている。規模の違

いはあるものの、同年度の受賞者で同じ養豚

業の（有）大畠畜産やセブンフーズ（株）と比

較してみると、経営の特徴が見えて興味深い。
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（農）鈴鹿山麓・NATUVEは三重県鈴鹿市伊船

町に本社を持ち、野菜に加えて、ハーブ、リーフ

類といった軽量、高品質な野菜を販売し、野菜ロ

ーストセットやリゾットセットなども販売してい

る。現在、生産、販売を行っている野菜は500

品種以上。それらの事業を主導したのは、近藤徳

久代表の妻であり理事の啓子氏である。

現在、約200名の顧客に加え、75社のレスト

ランに契約販売しており、売り上げの内訳は個人

が約2割、レストランが約8割となっている。

法人化する以前は、徳久氏の父から経営を継承

し、園芸用の苗木の生産を行う家族経営の兼業農

家であった。2004年から花木部門に加えて野菜

部門を立ち上げ、友人の植木農家の女性とともに

「近藤けいこ Natural Vegetable」を起業。無農

薬・無化学肥料の野菜生産を開始した。

鈴鹿サーキット近くのスーパーで販売したとこ

ろ、名古屋のホテルシェフの目にとまり、そのホ

テルレストランとの契約販売を開始。その後、シ

ェフの紹介で契約レストランが増加していった。

さらに購入者からの「自分も野菜を作ってみた

い」「一緒に働いてみたい」という要望に応え、

2008年には地域の食に関心を持つ女性たちが集

まって、楽しく勤務する現在の形式が確立した。

2014年には「鈴鹿山麓・NATUVE」として法

人化し、現在は会社員でもある夫の徳久氏は経営

を啓子氏に委任し、啓子氏が理事として経営を主

導している。

１. 経営者の意識改革

啓子氏は非農家から農家の近藤家に嫁いだた

め、当初、農業従事の経験はなかった。啓子氏の

義父母が高齢になり、経営規模を縮小したことを

きっかけに、空いた圃場を利用した野菜作りを考

えた。自身の3人の子育をした経験から、“子供

農事組合法人鈴鹿山麓・NATUVE

代表者名 近藤　徳久 資本金 3 百万円

設立年 2014 年 8 月 5 日 売上高 19 百万円（2014 年 12 月期）

事業内容
生産（野菜 500 品種以上）、
消費者直売

経営規模 畑 2ha

従事者数
19 人（うち女性 17 人。女性内訳：役員 2 人、一般職 1 人、常勤パート
14 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
短時間勤務制度

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
重労働等の業務改善

ワークライフバランス重視で500品種のミニ野菜・ハーブの生産・販売を拡大

三重県鈴鹿市

※2016年3月現在
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たちに安全・安心な食べ物を食べさせたい”と考

え、乳幼児や子供、アレルギーを持つ人が安心し

て食べられる野菜作りを決心。そこで徳久氏と義

父母の理解と後押しのもと、農薬・化学肥料・動

物性有機肥料を使わない栽培を始めた。

当初は、関心のある近隣の住民にのみ販売して

いたが、次第に口コミにより販売先が増加。やが

て啓子氏の理念に共感する消費者が次第に集ま

り、一緒に働くようになった。現在は啓子氏の実

姉が経営の補佐を行い、86歳になる実母も意欲

的にスタッフとして参加している。

２. 休暇や勤務時間に関わる制度

女性が継続して働けるように、「家庭が第一」

を理念とし、無理のない出勤を推奨している。そ

のため、“午前中3時間だけ”“子供が保育園に行

っている間だけ”など、従業員に負担のない柔軟

性のある勤務体制を導入している。新規就業者に

は一通りの作業をしてもらうが、その後は個人の

能力を活かせるよう、特技や才能などを鑑みなが

ら、本人との相談のもと作業配置を決定してい

る。子供の成長により勤務時間を確保できるよう

になった従業員は、正社員として勤務している。

社内保育も認めており、当日の作業内容に応じ

て、作業場の向かいにある鈴鹿市「NPO法人マ

ザーズライフサポーター」の集会所と連携し、交

代制で託児を行っている。これにより、子供に不

測の事態が起こっても、すぐに駆けつけられる環

境が整い、安心して作業ができるようになったと

いう。

３. 女性のキャリアアップへの取り組み

新規就農希望者も積極的に採用・支援してい

る。希望者には一通りの作業をしてもらいなが

ら、農薬・化学肥料・動物性有機肥料を使わない

手法や栽培技術を伝えている。一定期間の教育の

後は圃場の一部を貸与し、独立の際には農地の斡

旋なども行っている。さらに毎年、社員とともに

ヨーロッパへ有機農業やグリーンツーリズムの視

察旅行に参加し、先進的な環境・循環型農業、自

然保護運動の研修を行っている。

４. 働きやすい環境づくり

「野菜が好き。自分の心の栄養となる野菜作

り」という理念に沿っていれば、農業未経験者や

外国人も積極的に採用している。それにより、個

性豊かな従業員がともにフレンドリーに作業をし

ている。

毎日の作業日誌と朝昼二回の打ち合わせにより

情報共有を行い、ふだんの作業中の雑談からも、

従業員の意見やアイディアを得て、経営に反映し

ている。その結果、オーダーメイドの野菜セット

や百貨店向けの野菜ローストセット、リゾットセ

ットなどの新商品が開発され、売上が増加しただ

けでなく、従業員の意欲も高まった。

今後は従業員全体で意見を交わし、オリジナリ

ティある自社ブランドの確立を目指している。

審査委員の声
「安心して食べられる安全な野菜を、赤ち

ゃんや子供やアレルギーを持つ人に届けた

い」。「近藤けいこ Natural Vegetable」と

して始まった一見どこにでもありそうな畑

は、消費者に選ばれ、直売所に買い物にきた

お母さんたちを「この畑で働きたい」と惚れ

こませるほどの、不思議な魅力がある。

乳児を連れた母親や高齢者にも無理のな

い、“家庭第一”の柔軟な勤務体制。ホテル

やレストランのシェフが個性的な野菜を注文

して支える500種類の野菜づくり。規格化

された大量生産・大量消費にはない信頼のネ

ットワークを継続させ、柔軟な知恵とチャレ

ンジ精神で、ここにしかないダイバシティマ

ネジメントモデルを切り拓いていってほしい。
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（有）池田牧場の前身は、1956年に創業した酪

農専業農家である。1998年に酪農とアイスクリ

ームの加工販売、農家レストランを事業内容とす

る企業として設立された。従事者数26人のうち

女性18人で、酪農部門以外はほぼ女性が従事し

ている。女性従事者の内訳は、役員2人、一般職

5人、常勤パート11人である。

創業以後、多頭化による規模拡大を進めたが、

折しも1979年から生乳計画生産制度のもと、生

乳の生産抑制と出荷規制が開始され、出荷できな

い原乳を捨てる日々が続いた。この現状に疑問を

抱いた現専務取締役の池田喜久子氏は、乳製品加

工事業を思い立つ。

加工業務経験のない一酪農家が取り組むには 

難題が山積みだったが、喜久子氏は課題を一つひ

とつクリアし、手掛ける加工乳製品を低脂肪のイ

タリアンジェラートに定め、イタリアへ研修にも

出かけた。そして1997年「お母さんが子供に食

べさせたいアイスクリーム」をキャッチフレーズ

に、牧場横に44㎡の店舗をオープンした。1999

年には来店客数が1日1,000人を超えるように

なり、2003年に店舗を移転する。同時に地元の

食材を使った料理を提供する農家レストランも 

開店した。

加工事業を立ち上げた翌1998年に法人化し、

収益も2年目にして加工販売部門が酪農部門を上

回った。現在は酪農部門4,600万円、加工販売

部門8,400万円程度で推移している（2015年

2月期の売上は全部門合わせて1億7,000万

円）。会社として地産地消、地域活性化、女性の

社会参画・経営参画の推進など、社会貢献活動に

取り組んでおり、その結果、法人化12年目に滋

賀県CSR経営大賞を受賞した。

有限会社池田牧場

代表者名 池田　義昭 資本金 10 百万円

設立年 1998 年 7 月 売上高 170 百万円（2015 年 2 月期）

事業内容

生産（酪農）、消費者直売 
（レストラン）、加工（アイス
クリーム）、宿泊体験施設

（あいきょうの森）

経営規模
田 0.81ha、 施 設 87,000 ㎡、
加工場 105㎡、直売所 300㎡、
畜舎 600㎡、経産牛 50 頭

従事者数
26 人（うち女性 18 人。女性内訳：役員 2 人、一般職 5 人、常勤パート
11 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室の設置）、重労働等の業務改善、技術・知識の
習得支援

6次産業化ビジネスモデルの女性先駆者

滋賀県東近江市
和南町

※2016年3月現在
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１. 経営者の意識

池田牧場では、働くということは経済的自由の

手段だけでなく、自らの持つ能力を発揮し、それ

を高めていく自己実現の手段と捉えている。

イタリアンジェラートの加工販売と農家レスト

ランは女性の視点から出発し、女性によって運営

されているため、店舗レイアウトから製品パッケ

ージ、商品の味付けまで、あらゆる事項を女性が

決定してきた。商品開発は女性の感覚とアイディ

アで進められ、今ではその数30種を超える。接

客もまた女性の感性が生かされている。

従事者数も少数なので、誰もが自由に意見を述

べることができるオープンな職場環境となってい

る。きちんと論拠のある考えを持ってアピールす

れば、自分の意見が採用されるチャンスがあり、

仕事のやりがいを実感することができる。

農家レストランは、「食べる」ことを通じて、

食の安全安心を、農業者と消費者がともに考える

場でありたいとの思いから、女性従事者6人で立

ち上げた。立ち上げ当初こそ苦戦したが、地域の

獣害被害の原因となっているシカを、ジビエ料理

として提供したり、地元産の岩魚や野菜にこだわ

ったり、自社生乳を利用したりするなど「つくり

手と食べ手が向き合える」料理の提供が次第に評

判を呼んでいる。「地産地消」という言葉が広く

使われるようになるにつれ、徐々に客足も延び、

売上に貢献するようになった。

２. 子育て・出産に関わる制度

「女性“でも”働きやすい環境」ではなく「女

性“が”働きやすい環境」作りをモットーにして

いる。たとえば育児に関して、子供の発熱などの

緊急時は、互いにフォローしあえる体制を構築

し、仕事と育児が両立できるよう全社員が協力す

る。従事者は主婦が中心なので、できるだけ早く

帰宅できるよう、極力残業をしなくて済むような

計画を立て、効率的で段取り良く作業が行われる

体制を整えている。

また、社会保険、厚生年金、雇用保険、労災保

等に加入し、安心して働ける環境を整備してい

る。加工販売事業の立ち上げてからは、地元地域

の女性を積極的に採用し、地域経済にも貢献して

いる。

３. 女性が働きやすい環境の整備

重労働の実務を改善するため、重い荷物は台車

で運び、様々なものにキャスターをつけ、運搬し

やすい工夫がなされている。また荷物の1ロット

を女性が落ち運べる重さに設定している。

そのほか女性が働きやすい労働環境の整備とし

ては、休憩室の設置、更衣スペースの確保、ロッ

カーの完備などを行っている。

審査委員の声
鈴鹿山脈が眺められる場所にあるジェラー

トショップと農家レストラン。地産地消の料

理のおいしさはいうまでもないが、洗剤を極

力使わない、再利用可能な布おしぼりの提供

など、女性ならではの感性が随所に見られる。

「人の往来が少ない農村で事業を続けるには、

味も大事だけれどスタッフの対応がものをい

う」と社員教育に力を入れてきた、池田義昭

さん、喜久子さん夫婦の努力の賜物だろう。

週末には、喜久子さんの知人のおばあちゃん

がお客さんの目の前で、昔ながらの方法であ

られを焼く。自然と来客と話が始まる。そん

な演出も農村都市交流の大切さを痛感してい

るからだろう。

都会の人と農村の人が対等に交流する「フ

ェアツーリズム」に力を入れるなど常に進化

し続ける姿に頭が下がる。
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（株）みやもと農園は約1.5haの農地をもち、

ミニトマトやコマツナ、ブロッコリーといった多

品目の生鮮野菜を施設及び露地栽培している。そ

の歴史は、現社長の宮本圭一郎氏が1997年3月

に、滋賀県近江八幡市にて就農したところから始

まった。その後、2011年3月に法人設立している。

宮本氏の就農後、様々な苦労・衝突を重ねつつ

も、安全でおいしい野菜の栽培技術を磨き、2005

年頃に県内の大型小売店における売り場責任者と

の直接交渉の中で、みやもと農園専用の販売スペ

ースを獲得できるまでになった。

地元での販売実績が新たな商談に繋がるように

なり、現在では滋賀県内や名古屋、東京の大型小

売店、デパート、地元飲食店などにも販売してい

る。また女性スタッフの発案により、消費者・生

活者視線にもとづくレシピカードや農園だよりを

作成し、商品に添付することで、みやもと農園や

商品に対する理解が広がり深まるように工夫して

いる。 

１. 経営者の意識改革 
：男女の差なく描けるライフステージへ

みやもと農園では、正規雇用しやすい組織を作

りたいと考えた結果、法人化という選択をしてい

る。家族や企業の事情に合わせて、パートタイマ

ーの女性が雇用の調整役となっていることが多い

日本において、希有なことである。

この思いを具体化する形で、みやもと農園では

男女の分業化ではなく、男女平等で分担する仕組

みを作ってきた。また法人化の際、社長が独断で

方針を決める体制にならないよう、役員は3名お

株式会社みやもと農園

代表者名 宮本　圭一郎 資本金 0.2 百万円

設立年 2011 年 4 月 1 日 売上高 31 百万円（2015 年 3 月期）

事業内容
生産（ミニトマト、コマツナ、
ブロッコリー等）

経営規模 畑 1.5ha、施設 6,600㎡

従事者数 4 人（うち女性 3 人。女性内訳：役員 1 人、一般職 2 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
休暇（産前産後・育児・介護看護）、育児・介護休業中の能力向上、
育児休業後の継続就業支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室・屋内トイレの設置）、重労働等の業務改善、
技術・知識の習得支援

女性のきめ細かい経営手腕でスタッフがキャリアアップ

滋賀県近江八幡市

※2016年3月現在
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くことに決め、そのうち1名に女性を登用した。

農園内に発生する様々な作業・業務で年齢・男

女の差なく取り扱われ、新人も受動的に作業を行

うだけでなく現場で担当を任される。そういった

ところに魅力を感じ、入社したばかりの若い女性

スタッフも即戦力となっている。日々の売上のデ

ータは皆が自由に閲覧できる状態になっており、

売上に見る成績の善し悪しは一目瞭然であるが、

低調な成績をその担当者だけの責に帰するのでは

なく、反省とミーティングの機会を皆で共有する

ように努めている。

２. 女性スタッフの役員への登用 
：法人化を機に役員の一員へ

取締役・片岡恵子氏は約15年前にパート社員

として働き始めた。当時はまだ子育てに手のかか

る時期で、1日3時間（午前中のみ）の週4日勤務

であり、同僚らと昼食をともにすることもなく、ま

た所定の作業を日々こなすだけに過ぎなかった。

家族の支えもあって徐々に勤務時間を増やすと同

時に、担当の品目について農作業を任されるよう

にもなった。簿記資格を生かした経営的提案等も

評価され、フルタイム雇用を経て、農園の法人化

に際し出資する形で経営に関わるようになった。

３. 子育て・出産にかかる制度 
：4つの保険制度を完備

子育て・出産にかかる制度の適用となるスタッ

フは現時点ではいない。だがパート社員から役員

へとキャリアップしていった片岡氏が、子供の成

長に伴い少しずつ勤務時間を増やしていった等の

実績があり、必要に応じて利用可能な仕組みが整

えられているといえる。

また社会保険を完備しているとともに、退職金

の制度についても定めがある。

４. 女性が働きやすい環境の整備 
：ハード・ソフト両面で日々改善

少数精鋭のため、重機の操作や農場に必要な力

仕事も男女の別なく分担するようになっている。

徐々に増えてきた女性スタッフの意見・希望を取

り入れ、休憩室、ロッカーや水洗トイレを整備す

るなど、女性の活躍を推進する環境作りをハード

部分で進めてきた。

社長が準備するお昼のまかないは女性陣の楽し

みであるとともに、自らが作った野菜の味につい

て考えるきっかけとなっている。昼食時間帯は重

要な情報交換の場であり、各自が責任を果たして

いるからこそ、対等の環境で互いの意見を出し合

うことができているのだという。

そういった場での「農園をより良くしていきた

い」という共有感のある雰囲気作りなど、ソフト面

でも全員が笑顔で働けるように努めている。

審査委員の声
1日3時間勤務のパート従業員であった女

性が、現在では役員として経営に参画し現場

を運営している。

現在の人員は社長を含め4名、うち3名が

女性。会社の理念を共有できる人を採用して

いったところ、今はたまたまこのような構成

になっている、とのことである。

女性活躍の背景になにか際立った特徴があ

るわけでないが、志高く会社の理念を共有す

る、という強い思いを持った人の集合体である

と感じた。そこには男女の区別はない。
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（有）るシオールファームは、1995年に設立さ

れた法人である。経営面積は水田102ha、施設

1,000㎡で、米を中心に、露地・施設野菜と花

きの生産、稲作の作業受託、加工施設での加工・

製造、直売所での直接販売を行っている。

露地・施設野菜の栽培では、トマト、ナス、キ

ュウリのほか、ハクサイ、キャベツ、ブロッコリー、

カボチャ、イチジク等、流通事業を迅速に捉えた

新規品目を導入している。また水稲育苗ハウスを

利用してのホウレンソウや小松菜の栽培、直売向

けに小菊やトルコキキョウ、ユリの栽培など、効

率的な施設利用やニーズに合わせて、農産物の供

給に力を入れている。従事者数13名のうち女性

は5名で、女性の内訳は、役員1名、管理職2

名、一般職1名、常勤パート1名となっている。

１. 経営者の意識

るシオールファームは、設立以来、稲作単作経

営から直売所の開設、野菜生産へと事業展開して

きた。事業の幅が広がるにつれ、女性活用の重要

性を実感するようになった。代表取締役の今井敏

氏は「農産物を購入する人のほとんどが女性であ

り、販売やサービスも女性が前面に出るのが望ま

しい。女性を活用できなければ、これからの農業

はやっていけない。」と言う。当初、女性従事者

は家族3名のみであったが、上述のように規模拡

大と新規事業展開に伴い、女性の正社員とパート

職員を雇用するようになった。

直売所の運営や商品開発は、女性従事者に全面

的に任せ、“女性の視点による、女性に人気のあ

る商品”の開発を目指している。各種加工品が充

実したことで、直売所の来客数の増加につなが

り、結果、米の新規顧客の獲得に大きく貢献して

有限会社るシオールファーム

代表者名 今井　敏 資本金 9 百万円

設立年 1995 年 3 月 5 日 売上高 100 百万円（2015 年 4 月期）

事業内容
生産（稲作、野菜等）、
消費者直売、加工・製造、
作業受託

経営規模
田 102ha、施設 1,000㎡、
加工場 100㎡、直売所 80㎡

従事者数
13 人（うち女性 5 人。女性内訳：役員 1 人、管理職 2 人、一般職 1 人、
常勤パート 1 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（屋内トイレ・シャワーの設置）、重労働等の業務改善、
技術・知識の習得支援

稲作単一経営から女性の意欲を活かした6次産業化に転換

滋賀県甲賀市 

※2016年3月現在
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いる。また農産物生産部門が加工特性に適した品

種を導入するなど、加工部門の女性の意見を生産

部門の作付計画に反映できるようになった。たと

えば今年度から作付けを始めたパン用小麦「ミナ

ミノカオリ」を使って、女性従事者によるパンの

開発・製造の取り組みが始まっている。

そもそも直売所開設に至った理由は、米価下落

が続く中、米に依存できないという危機感からで

あった。今井氏は「もし直売所をやっていなけれ

ば、売上は5,000万円ほど下がっていたかもし

れない（現在は約1億円）。直売所や加工の売上

への、女性の貢献度は高い」と言う。

今後の展開として、直売所のさらなる活性化と

拡大を目指す。そのためには惣菜類の充実が不可

欠であり、新たな女性社員の雇用を検討してい

る。養護学校からの要望で、知的障がい者の雇用

も計画しており、各自の能力を活かした形で農業

に関われる工夫を検討している。

２. 女性職員の役員への登用

今井氏は「優秀な社員には能力に応じた処遇を

し、利益の還元もしていきたい」と考えている

が、現段階では男女共、役員への登用はやや慎重

な姿勢である。法人としてもう少し事業規模が大

きくなり、売上や利益の点から経営が安定した時

に、再度検討したいとの考えである。

すでに述べたように、花き栽培や直売所の商品

開発は、主に女性従事者が企画立案する。滋賀県

初の“少量土壌によるトルコキキョウの栽培”の

成功や、“玉ねぎドレッシングプレミアム”の

2015年「モンドセレクション」金賞受賞など、

女性の原動力に負うところが大きい。また新規雇

用した女性社員の要望により、イチゴ栽培の導入

を行った。このように自らの提案に対する責任感

を養い、達成する喜びを感じてもらうことを望ん

でいる。

キャリアアップについては、直売所を訪れる顧

客への商品説明力の向上を目的に、直売所で接客

する女性従事者に、会社が全額費用負担をして

「野菜ソムリエ」の資格を取得してもらってい

る。現在、資格取得者は2名である。農家レスト

ランの開設も計画しており、それを見越して調理

師免許の取得も薦めている。

３. 女性が働きやすい制度と環境整備

現在、5人の女性従事者がおり、年齢は24歳

から70歳までと幅広い。現段階では子育て中や

出産を控えたスタッフはいないが、そのような状

況になれば子育て・出産に関わる制度を整え、仕

事と両立できる仕組みを検討する。

また農繁期を除いて月1回ではあるが、週休2

日とした。シャワー室の設置や、屋内の男女分離

型トイレの整備を行っている。

審査委員の声
米価下落への対応策として、2008年に自

社内に直売所を開設。その後、野菜生産、農

産加工…と、経営の多角化にともない女性ス

タッフの活躍の舞台を広げていった。「農産

物の購入者の大半が女性。販売やサービスも

女性が前面に出たほうがいい」という、今井

敏社長の柔軟な考え方が印象に残る。直売所

を担当するスタッフには“野菜ソムリエ”の

資格を取得してもらうなど、実質的な支援も

他の経営体の範となるだろう。女性陣による

手づくりの加工品はすぐ売り切れるほど人気

で、農産物の付加価値をアップさせている。

現在、女性スタッフによる女性をターゲット

とした農家レストランを計画中とのこと。ま

すます女性の活躍の場が広がることを期待し

たい。
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こと京都（株）は、九条ネギの生産とその加工

品製造・販売を中心とした事業を展開する農業法

人である。気候・地形条件の異なる京都府内の3

カ所の圃場で産地リレーを行いながら、九条ネギ

の通年安定出荷に努めている。

加工部門については、代表取締役・山田敏之氏

の就農から数年経過した1997年頃より、カット

ネギの製造に着手した。

山田氏が前職で培った営業経験・感覚を活か

し、主たる営業先をラーメン店に絞ったところ、

ラーメンブームに乗った形で売上拡大に成功した。

その後、2009年の新工場完成を契機に、さら

に高いレベルの衛生管理体制を築き、取扱商品の

開発・充実も進めた結果、スーパーマーケット、

生協、ファミリーレストラン等へと取引先が広が

り、最新の決算時（2015年12月時点）で前年

比123％の伸び率を示している。需要の高まる

九条ネギの安定生産・出荷量確保を目指し、

2013年より農業研修生制度の運用も始めた。

１. 任せて発見した女性の強み

腕力の強弱を除き、男女の差は小さいように思

えるが、実際に工場の現場の作業を任せてみる

と、細かな作業について目を配ることのできる人

材は女性に多く、自然に役割分担がされるように

なってきた。

飲食業向けにカットネギを契約販売するだけで

なく、小売店向けの小さなパッケージ作成、ある

いは加工品開発に際しては、包装デザインの作成

も重要な作業となっており、消費者目線で忌憚な

い意見を提供できる女性陣の発言は有益であると

考えている。

また、会社の広報活動の一環で毎月発行してい

こと京都株式会社

代表者名 山田　敏之 資本金 21 百万円

設立年 2002 年 5 月 1 日 売上高 793 百万円（2014 年 12 月期）

事業内容
生産（青ネギ）、加工・製造、
消費者直売、青果流通

経営規模
田 3.4ha、畑 25.8ha、加工場
1,600㎡、採卵鶏 2 千羽

従事者数
118 人（うち女性 55 人。女性内訳：役員 2 人、一般職 5 人、常勤パート
48 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
休暇（育児・介護）、短時間勤務制度

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室・シャワーの設置）、重労働等の業務改善

女性の感性を活かした宣伝広報で企業イメージが向上

京都府京都市

※2016年3月現在
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るリーフレット、宣伝用のパンフレットに使う写

真の撮影・選定などにも、女性の感覚は不可欠で

あると考えている。

２. 正社員・パートの別がない 
グループ班制度

現時点で女性役員が2名いる以外に、部長・課

長を務める女性はいないが、部長の直下に配属さ

れるリーダー職に2名の女性が就いている。農業

生産と加工作業に加え、様々なメニュー提案・商

品企画も必要な時代になってきており、女性の力

を活用したいと、来年度の新卒雇用も女性2名を

予定している。

日々の作業行程では4～5名程度で構成された

小さな作業グループを作り、その際の班長は社

員・パートの別なく交代で務めている。正社員・

パートの違いは勤務態勢の違いにとどまり、非常

にフラットな関係が築かれ、ベテランのパート職

員が、新入社員に教育するなども自然に行われて

いる。

３. スタッフの最大の希望を叶える 
シフト勤務

子育て中の女性にとって「子供の行事や参観日

に休むことができるか」「家族の急な病気に際し

ても休むことができるか」といったことが、最大

の関心事であることに気づいたことから、それに

対応できる仕組みを考え、少しずつ独自のシステ

ムを作り上げてきた。

具体的には採用時に希望する勤務体系につい

て、十分なヒアリングを行うところからスタート

する。毎月のシフトは予め設定するものの、急遽

休みを取ることは可能である。

働きやすい環境であることから、退社するスタ

ッフは非常に少なく、採用の手間が軽減し、基本

的な技術習得に必要なOJT教育の時間が短縮し

ている。

４. 女性が働きやすい環境の整備

女性スタッフは主に加工部門に従事しており、

九条ネギの第一次加工を行っている工場建設の際

にシャワー室を完備するなど、身体に匂いを残さ

ず帰宅できるように配慮をしている。また農場部

門にも女性が配属されることがあり、男女別トイ

レを整備するなどインフラの整備を進めている。

圃場作業・工場内作業ともに、荷物の運搬など

の重労働は主に男性陣が担っているが、腕力の弱

い女性陣でも無理なく作業できるよう、作業台の

高低、ザルなどの大きさ、荷台へのローラー設

置、補助器具の設置による輸送プロセスの簡便化

など、現場からの提案に基づいた細やかな改善を

日々進めている。

審査委員の声
女性の存在なくしては、6次産業化の成功

はなかった、と強く感じさせられた事例。家

庭の都合などで「思うように働く時間が取れ

ない、けれど働きたい」というジレンマを抱

える女性は少なくない。

これを、丁寧な面談と独自の手法で解決

し、これまで働く場所が見つけづらかった多

くの女性を人材として掬い上げることに成功

している。

また、就業環境も働きやすいように細かな

配慮を巡らしている。

とある男性社員の「女性が運営し、男性が

支えている会社」という言葉が印象的であっ

た。将来的には、女性が経営の一翼を担う会

社となることに期待したい。
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（有）旭養鶏社は島根県大田市で、採卵鶏28万

羽を飼育し、1日当たり22万個生産される卵、

卵製品の生産・加工と小売店・消費者向け販売を

行っている。ネッカリッチ（木酢酸混合飼料）と

海藻を飼料に混ぜて飼養した「ネッカエッグ」を

ベースに、エゴマや飼料用米等を加えたり、平飼

い等飼養形態を変えたりするなどして、10種類

以上の商品ラインナップをもつ。スーパーや生協

などの小売店を通じて、島根県内で約3割のシェ

アを獲得しており、一部は都内も含めて県外にも

卸す。2015年6月期の売上高は13億8,300

万円となっている。

施設の規模は100㎡、加工場600㎡、直売所

30㎡、畜舎12,000㎡のほか、ヒヨコ用の畜舎

が別棟にある。外部からの立ち入りなどが原因と

なる疾病防除の対策や、採卵～パッケージに至る

過程での衛生管理にも、熱心に取り組んでいる。

また2014年に建った加工場では、スーパー向け

に卵を使ったお総菜やプリンやアイスクリームの

製造、加工業者向けの液卵等の製造も行い、直売

所ではそれらの自社製品や、ドレッシングやマヨ

ネーズなどの外部に製造を委託した商品の販売も

行っている。

従業員数は63名で、うち女性34名（女性内

訳：役員3名、管理職6名、一般職25名）と、

女性の比率は半数を超える。現経営者の竹下正幸

氏は正社員形態での雇用をポリシーとしており、

全て雇用は正社員である。

１. 週休 2 日の実現

旭養鶏舎は、現経営者である竹下氏の母親が

1961年に創業した。竹下氏は農業系高校卒業

有限会社旭養鶏舎

代表者名 竹下　正幸 資本金 90 百万円

設立年 1961 年 12 月 7 日 売上高
1,383 百万円

（2015 年 6 月期）

事業内容
生産（採卵鶏）、加工・製造、
消費者直売

経営規模
施設 100㎡、加工場 600㎡、
直売所 30㎡、畜舎 12,000㎡、
採卵鶏 350 千羽

従事者数 63人（うち女性34人。女性内訳：役員3人、管理職6人、一般職25人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
休暇（育児）

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室・屋内・野外トイレの設置）、重労働等の業務改善、
技術・知識の習得支援

きめ細やかな業務運営で社内外の評価が向上

島根県大田市

※2016年3月現在
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後、大阪で農外企業に就職した後、実家に戻り家

業を継いだ。農業以外の業種を経験したことで、働

き続けるには労働環境の整備が不可欠だと感じ、

経営に参加した当時から「他産業と同等の労働環

境を農業でも確立すること」を目指したという。

そして正社員形態での雇用に加え、20年以上

前から週休2日制を実現。そのほか、社会保険等

の加入、中小企業退職金制度を使った退職金の積

立、通勤手当、社内旅行、新年会、忘年会、5年

ごとの勤続表彰、誕生日の花束プレゼント等の福

利厚生を実施している。なかでも花束プレゼント

は非常に好評だという。

週休2日制の実現は、収卵作業の自動コンベア

ー化によるところが大きい。日曜日は役員が稼働

状況を確認するだけで済ませ、他の社員は日曜日

に必ず休めるようにし、もう一日はシフト制で休

日をとる。月曜日に2日分の卵の処理をしなけれ

ばならないが、洗卵からパック詰めまでを自動化

するGPセンター（卵選別包装施設）の設備更新

を行い、無理なく処理している。GPセンターで

働くのは全て女性で、目視により、卵の状態やラ

インが問題なく動いているかのチェックを行う。

こうした細やかな観察眼がGPセンターを滞りな

く動かしている。

２. 様々な部門で女性が活躍 
（研修制度の活用）

長らくの間、市内の子育てを終えた主婦層を中

心に雇用していたが、近年では農業系高校や、県

の農林大学校からの新卒採用やインターンを経由

した採用が増えている。

個々の能力育成支援、適正配置のジョブローテ

ーションを行い、本人の希望する作業部署での仕

事や、社員や従事者の意見・アイディアが実行に

移される仕組みを作っている。また、生産管理、

販売、システム、研究開発、マーケティング、財

務経理等、社員から管理職、役員への登用、職務

に見合った評価等を実施している。

鶏卵加工場部門では、新部門を設ける際に新し

く求人を行った。いずれも農業や食品関係の経験

者ではなく、女性主体（特に主婦の目線）での研

究開発、マーケティング、衛生対策に取組み、6

品目を発売、年間1億円の売上を目指している。

営業では営業担当者が自分でトラックを運転し

てスーパー等に配送している。営業職の女性も活

躍しており、社外からの評価も良い。各部門で女

性を登用することにより、品質や生産性はもちろ

ん社員のモチベーションも向上しているという。

３. 正社員として雇用し続ける

これまで出産・子育て世代がいなかったことも

あり、就業規則の中で育児・介護休業制度を設け

ていたものの、活用されていなかった。現時点で

育休取得予定の従業員が複数いるため、子育てを

しつつ正社員として雇用できるような雇用形態を

新たに設けたいと考えている。

また、労働環境の整備として、トイレ、更衣屋

の整備や、体格、体力差を考慮した作業体系の整

備を行っている。

審査委員の声
現経営者が1970年に社長に就任した当初

から、働きやすい職場をつくることを常に考

え、それを実現してきたことには頭が下が

る。シフト制による週休2日を約20年前に

実現しており、積極的な機械化によって、今

では日曜日は社員が全員休めるようになって

いる。管理職の半数は女性であり、加工品部

門では女性をリーダーとした開発チームを立

ち上げるなど、女性の活躍にも積極的に取り

組んでいる。また、最近では毎年社員を増や

しており、地域の雇用創出に貢献しているこ

とも大いに評価できる。
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（有）広野牧場は、経産牛290頭、繁殖和牛20

頭を飼育する酪農・繁殖部門、ジェラートなどの

加工・販売を担当する部門、酪農・農業体験など

に関わる部門などで運営されている農業法人であ

る。香川県の東部に位置する三木町で1979年、

現・代表取締役の広野豊氏の父・正則氏が新規就

農者として酪農経営を開始した。その後少しずつ

経営規模を拡大、2001年に法人化した。2006

年には豊氏が脱サラ、就農し、経営規模の拡大・

安定化を図るとともに、様々な活動を展開して、

経営の多角化・6次産業化を進めてきた。

現在は、農村地域における雇用創出を通じた地

域貢献を目指すなど、次世代への継承を見据えた

活動に余念がない。酪農教育ファームや消費者交

流などに積極的に関わったり、地域の専門家たち

と協力してインターンシップの受け入れや新規就

農者の支援を行ったりする活動に力を入れている

ところである。

 １. 経営者の意識改革

広野牧場の運営にあたっては、消費者目線をも

つ女性の感性が随所に生かされている。実は雇用

に際しては特段、性別を意識したことはないとい

うが、結果として従業員22人のうち女性が13

人を占め、来年度の新卒内定者も女性3名となっ

ている。なかでも酪農教育ファームにおける農業

体験の受け入れや、ジェラート商品の製造販売

は、女性の関心を高めるのに役立っているという。

従業員の細やかな視点は社内の各部門で生かさ

有限会社広野牧場

代表者名 広野　正則 資本金 61 百万円

設立年 2001 年 7 月 6 日 売上高 387 百万円（2014 年 12 月期）

事業内容
生産（酪農）、加工・製造

（ジェラート）、観光・交流、
飲食

経営規模
田 0.8ha、加工場 40㎡、 
直売所 20㎡、畜舎 7,500㎡、
経畜牛 290 頭、繁殖和牛 20 頭

従事者数
22人（うち女性13人。女性内訳：役員1人、管理職1人、一般職8人、
常勤パート 3 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
休暇（産前産後・生理・育児・介護看護）、短時間勤務制度

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（屋内・野外トイレ・シャワーの設置）、重労働等の業務
改善、技術・知識の習得支援

従業員のスキル取得促進と女性視点で売上増加

香川県木田郡
三木町

※2016年3月現在
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れており、たとえば畜産部門では牛の健康管理な

どの技術が向上し、売り上げが増加した。また、

加工販売部門のジェラートショップの運営では、

ターゲット層（30代女性）に近い顧客目線の視

点が商品開発・イベント企画に功を奏し、「売上

アップは女性陣によるところが大きい」と改めて

評価している。

２. 女性社員のスキルアップと 
日々のモチベーション創出

「多能工」の育成をめざし、フォークリフトや

大型特殊免許の講習、畜産や食品加工に関する資

格など、現場で役立つ資格取得の推進にも熱心で

ある。経営陣が従業員全員と定期的に面談の機会

をもち、待遇改善だけでなく希望する研修や資格

などの要望を具体的に聞きながら、スキルアップ

を支援している。また、様々な技能・資格を有す

る従業員が助け合うことで、現場でのスムーズな

業務遂行を実現している。

さらには月例ミーティングや毎日の打合せを通

じて相互の作業を把握するなど、日々の情報共有

を行うだけでなく、経営陣が参加する会議や研修

会、家畜市場などの現場にも一般社員を同行させ

ることもしている。このように外部からの情報・

刺激からの影響を受けることで、従業員のモチベ

ーションアップに繋げている。

３. 子育て・出産にかかる制度

女性社員の勤務形態は、本人の希望に基づき、

正社員・パートタイマーを選択できるようにして

いる。結婚・出産といったライフステージの変化

に際しては、勤務形態を柔軟に変更する体制も整

え、育児や介護・看護などの必要に応じた短時間

勤務にも随時対応できる体制を組んでいる。たと

えば一般事務や経理、ジェラートの販売・接客担

当といった、短時間勤務に対応しやすい部署に配

属させるなどして、適材適所に努めている。

これが実現できるのは、酪農・農業に関わる部

門以外にも社内に様々な部門があるからである。

一方で雇用増加も図り、労働時間の短縮や有給休

暇の取得向上も進めている。

４. 負担軽減の機械化と快適な職場環境へ

作業現場では、相対的に腕力の弱い女性でも作

業がしやすいように、機械化を進めている。とく

に重量作業の負担を軽減するためである。そのた

めに必要な“フォークリフト講習”も、男女を問

わず実施している。

また、より快適な作業環境整備の一環として、

たとえば屋内・屋外のトイレやシャワー設備をも

うけるなど、職場環境の改善を図っている。

審査委員の声
酪農を手がける農場は他の畜産経営体と比

べ、女性スタッフの比率が高いが、広野牧場

は女性スタッフがなんと全体の3/4を占め

る。その女性たちのこまやかな管理が牛を健

康にし、乳量も高いレベルを保つなど経営面

でも結果を出している。

仕事の多くが機械化されたとはいえ、体力

を要する牧場での仕事に汗を流す女性スタッ

フに対して、共同代表をつとめる広野正則

氏、豊氏は常にねぎらい、コミュニケーショ

ンをとっている。「毎日の仕事の励みになれ

ば」と、消費者や子供たちとの交流事業、イ

ンターンシップで訪れる若者の指導もスタッ

フに担当してもらうなど、社員のモチベーシ

ョンを高めるための配慮も行う。

女性が、畜産分野でこれほど活躍できるこ

とを世の中に知ってもらう“モデル的経営

体”だろう。
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ベルグアース（株）は、2001年に設立。キュ

ウリ・トマト・ナス等の果菜類の接ぎ木苗を中心

とした野菜苗の生産・販売が主事業で、生産量は

日本一である。2011年にはJASDAQ市場に株

式を上場。「日本の農業に革命を」という言葉を

企業理念に、農業を支える農業を展開している。

愛媛県に本社を置き、県内・長野県・岩手県・

茨城県にも自社農場を持る。子会社・関連会社で

は、福島県・大分県・中国（青島）における苗生

産拠点の運営や、苗を通じて6次産業化に取り組

む拠点の運営も行っている。本社と直営5農場の

従事者数は283人で、正社員228人のうち女性

が219人、常勤パート55人のうち女性が50人

と、女性の割合が非常に高い。

１. 経営者の意識 
「粘り強い女性の能力が必要不可欠」

社長の山口一彦氏曰く、「私が子供の頃、母が

農作業で大変苦労している姿を見て、なんとかし

てあげたいとずっと考えてきました」。そう感じ

たように、かつての農業は女性にとって重労働

で、辛く、成果の見えにくいものだったかもしれ

ない。しかしながら、今日のベルグアースの成長

は女性の活躍によるものが非常に大きい。

ベルグアースの主力商品である「野菜接木苗」

生産において、重要な役割を占めるのが「接ぎ木

作業」である。

おいしい実がなる品種と、病害虫に強い品種を

接ぎ合わせる作業は、“人の手”で行う方が機械よ

りも圧倒的に早くて正確だという。ただしその作

業は繊細で、1日中座ったままで集中力と根気を

要する。

ベルグアース株式会社

代表者名 山口　一彦 資本金 331 百万円

設立年 2001 年 1 月 8 日 売上高
4,028 百万円

（2014 年 10 月期）

事業内容 生産（野菜苗） 経営規模 施設 99,000㎡

従事者数
283 人（うち女性 169 人。女性内訳：役員 1 人、管理職 4 人、一般職
114 人、常勤パート 50 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
休暇（産前産後・育児）、短時間勤務制度、育児休業後の継続就業支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室・屋内・野外トイレの設置）、技術・知識の習得
支援

分業体制により女性が安心して長期間働き活躍できる領域を拡大

愛媛県宇和島市

※2016年3月現在
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結果的に、そのような作業には女性が向いてお

り、接ぎ木作業を担当する接木課は98％が女性

（課長も女性）で構成されている。

接ぎ木をしない実生苗と比べても、接ぎ木苗の

生産は、野菜苗の中でも特に高いレベルの技術が

求められる。多額の設備費用もかかることから、

異業種による新規参入が困難である。

ベルグアースは野菜接木苗生産のトップシェア

を築いており、このベルグアースのビジネスモデ

ルにおいて、女性の粘り強い能力は、接ぎ木作業

に必要不可欠であった。

このように生産の重要な部分を女性従業員が担

ってきたベルグアースであるが、他部門の従業員

はもちろん、接ぎ木という特殊な技術を身につけ

た女性従業員が働き続けられるよう職場環境を整

えている。

２. 子育て・出産に関わる制度「田舎の 
おばさまが 65 歳まで正社員で働ける」

産後も継続的に勤務ができる職場環境となるよ

う、出産育児休暇取得後の短時間勤務、残業ゼロ

を実施している。状況によっては、育児と仕事が

両立できるように部署の変更も可能にしている。

その結果、出産育児による退職は5年間ゼロで、

複数の女性従業員が2人目を出産している。ま

た、近い将来には社内託児所を設置したいと考え

ており、現在、調査・検討中であるという。

男女ともに労災保険、雇用保険、健康保険、厚

生年金に加入し、中小企業退職金共済、全ての部

門で超過勤務手当の残業割増を適用するなど、安

心して長期間安定して働ける労働環境を整備して

いる。正社員は、65歳が定年であるが、元気で

あれば70歳までの再雇用も可能であり、「田舎の

おばさまが、正社員で65歳まで働ける」雇用を

生み出すことを通じて、企業としての社会的貢献

を果たしていると考えている。

３. 研修制度の活用

キャリアアップのため、男女ともに年間を通じ

た管理職研修、通信教育を定期的に実施してい

る。女性の管理職人数は、役員1名、部長1名、

課長4名、係長、13名、主任15名で、男女比は

6対4と女性の管理職割合は非常に高い。また、

パートから正社員への登用も積極的に行っている。

４. 女性が働きやすい環境の整備

企業型農業＝分業された農業を実践しているの

で、体力の必要な「現場作業」以外でも、農業に

貢献したい意思があれば、能力に応じた業務に従

事することができる。

また、女性が働きやすい労働環境の整備として

は、休憩室、広い食堂、圃場各所へのトイレ設置

を行っている。

審査委員の声
地元の主力産業である水産加工や果樹園芸

が低迷するなどして、男女を問わず働く場が

減少するなか、同社は多くの社員を雇用する

ことで地域経済に大きく貢献している。

社長の妻である専務を筆頭に、女性管理職

も増えているだけではなく、係長級の管理職

候補も順調に育ってきていることは注目でき

る。

正社員の定年は65歳で、働くことを希望

すればその後も勤務可能であるという点もす

ばらしい。
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（有）島原自然塾は、長崎県島原市で「安心」

「安全」な農業をモットーとする農業法人である。

法人設立は2003年のことで、そもそもは農薬・

化学肥料などの資材に頼らない農業を目指して、

1988年に社長個人の2ha程度の圃場で作付け

を開始した時点に溯る。

慣行農業からの転換で、5年くらいは思うよう

に生産・売上が上がらず苦労を重ねたが、食品の

安全・安心を重視する生協からのオファーを受け

るなどして少しずつ取引先も広がり、九州だけで

なく、関西、首都圏の生協も主な取引先とするま

でに成長した。現在では雲仙普賢岳の麓に広がる

圃場でニンジン、ショウガを中心に、根菜類、葉

菜類などを年間20品目程度栽培している。

また、会社の理念に「女性の感性やアイディア

を生かす」という文面を追加したように、消費者

目線での品質、パッケージや販売方法の工夫な

ど、女性従業員の持つ感性を重要視している。

2016年1月時点で法人の正社員が16名、パー

トが11名働いており、農業生産、小分け作業、

事務作業について、適宜兼任しながら従事してい

る。

その他、近隣の農家からなる生産者グループも

組織され、同じ基準に沿って生産した28名の農

家（内訳：正会員23名・準会員5名）が、農産

物についても事務作業の一部を引き受け、「島原

自然塾」ブランドで出荷している。この出荷者で

ある若い女性たちを対象に、簿記研修会も企画

し、各経営体において女性が経営記帳の役割を担

うことで経営参画できる支援も行っている。

有限会社島原自然塾

代表者名 酒井　澄晴 資本金 3 百万円

設立年 2003 年 10 月 6 日 売上高 580 百万円（2015 年 8 月期）

事業内容
生産（ニンジン等）、消費者
直売、加工・製造、観光・
交流

経営規模
田 14ha、畑 7.5ha、
施設 1,018㎡

従事者数
33 人（うち女性 17 人。女性内訳：役員 2 人、管理職 4 人、一般職 3 人、
常勤パート 8 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
休暇（産前産後・育児）、短時間勤務制度、育児・介護休業中の能力向上、
育児休業後の継続就業支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室・屋内トイレ・シャワーの設置）、重労働等の
業務改善、技術・知識の習得支援

女性の活躍と消費者目線が経営に大きな効果

長崎県島原市

※2016年3月現在
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１. 経営者の意識改革：夫唱婦随から 
夫婦が対等なパートナーへ

法人化に先だって設立のベースとなったのは、

現代表取締役社長の酒井澄晴氏と、妻で取締役で

ある酒井美代子氏の夫婦が、1995年に締結して

いた家族経営協定がある。就農当初は、妻は夫か

ら必要に応じて小遣いを貰うような状態であった

が、月3万円の給料を手にするようになり、それ

を徐々に増額しながら、普及員の勧めや協定に関

する研修受講などを経て、県内では先駆的な家族

協定締結に至った。

協定には女性の社会参画にあたっての家族の協

力などが入っており、継続中である。女性が農業

や家庭の現場で活躍しているにもかかわらず、あ

まりにも低い評価しか受けていないことに対し、

澄晴氏が抱いていた問題意識が締結の背景にあっ

た。締結以降今日まで、様々な場面で先頭に立っ

て活動する美代子氏を、澄晴氏が強力にバックア

ップしている。

２. 女性職員の役員への登用

美代子氏は、法人設立以前から団体の主力メン

バーとして農業に関与しているほか、女性農業委

員、長崎県グリーンライフアドバイザー、市議会

議員などの要職を歴任し、地域の農業女性の地位

向上に貢献してきた。近年、娘とその夫が後継者

として一緒に会社経営に関わるようになってきて

おり、これまで澄晴氏と美代子氏が先頭に立って

きた法人経営とブランドを、次世代に引き継いで

いくことを考え始めている。

３. 子育て・出産にかかる制度

産休・育休については制度として既に整備され

ているが、男女を問わず子育てのしやすい就業時

間・環境の整備など、制度の運用について、今

後、更なる充実を図る考えである。

４. 女性が働きやすい環境の整備と 
その効果

社員・パート従業員の役割分担について、農産

物の小分け・袋詰め作業は、主に女性が担当して

いる。一方、圃場は男性が多くの作業を担ってい

るが、資材に頼らない農業のため、人力に頼る部

分も多く、とくに草取り作業では女性陣の方が優

れた実力を発揮しているという。

腕力では男性陣にかなわない女性も、たとえば

フォークリフトを乗りこなせることで、冷蔵倉庫

に高く積まれたバルクの農産物を自由に取り扱う

ことができるなど、作業工程におけるハンディキ

ャップを小さくするように努めている。他にも農

業技術検定、大型特殊免許等、取得研修への派遣・

習得を推進した結果、作業現場の内容の見直し・

改善に繋がり、残業時間の削減に効果があった。

審査委員の声
長崎県島原市でニンジンなどを生産・出荷

する島原自然塾は、社長夫婦が子供のアトピ

ーをきっかけに自然循環農法を目指した。当

初は安定生産に苦しんだが、全国各地の生協

に販路を確保したことで徐々に事業を拡大、

夫婦間で家族経営協定を結んだ。生産面を酒

井澄晴社長が担う一方、社交的な妻の美代子

さんが販路や自然塾の仲間の拡大に貢献、農

協や農業委員会にも活動を広げ、島原市の初

の女性市議まで務めた。自然農法に不可欠な

除草などの作業は「女性が得意」といい、農

産物のリパックも女性が中心に担っている。

美代子さんは「子育て、介護などが両立でき

る職場を目指しており、実際、女性職員4人

が子育てしながら働いている」と強調する。
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セブンフーズ（株）は熊本県菊池市に本部を置

き、アニマルウェルフェアや環境に配慮した独自

のシステムで養豚と露地野菜の生産を行ってい

る。代表取締役は前田佳良子氏で、1992年にセ

ブンフーズ（株）が父の代で設立されたのち、

2005年に農業生産法人の認可を受けたタイミン

グで、父親の跡を継いで代表取締役に就任した。

技術開発や取引先の開拓、規模拡大に取組み、こ

れまで組織を育ててきた。現在、菊池市、阿蘇市、

大津町に6農場を抱え、母豚の飼養頭数2,100

頭、畜舎30,000㎡、畑8haを経営し、売上高

20億7,800万円（2015年度5月期）を計上

して売上を伸ばしている。従事者は78名で、そ

のうち女性従事者が11名となっている。

従事者の内訳は、役員（男性4名、女性3名）、

正社員管理職（男性6名）、正社員一般職（男性

43名、女性5名）、常勤パート（男性14名、女

性3名）で、ここ10年の間に事業規模を20倍に

拡大したために雇用が増加している。

１. 経営者の意識改革

セブンフーズは技術的、事業規模的にも優れた

経営であるが、2013年頃まで女性従事者が活躍

しやすい仕事環境とはいえなかった。畜産経営で

は力仕事や重機に乗る機会が多く男性中心の組織

づくりになっていたことに加え、当時、事業規模

拡大に伴い成果型の報酬制度に変更したことが逆

に従事者の意欲を下げ、その時19名いた女性従

事者のうち6名が1年の間に退職してしまった。

特に前田氏が衝撃を受けたのが、そこに幹部候補

として育ててきた入社4年目の社員たちが含まれ

ていたことだった。

セブンフーズ株式会社

代表者名 前田　佳良子 資本金 22 百万円

設立年 1992 年 10 月 1 日 売上高
2,078 百万円

（2015 年 5 月期）

事業内容 生産（養豚） 経営規模
畑 8ha、畜舎 30,000㎡、
母豚 2,100 頭

従事者数
78 人（うち女性 11 人。女性内訳：役員 3 人、一般職 5 人、常勤パート
3 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
休暇（産前産後・育児・介護）、短時間勤務制度

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室・屋内・野外トイレ・シャワーの設置）、技術・
知識の習得支援

女性社長のリーダーシップで男女ともに快適な労働環境を整備

熊本県菊池市

※2016年3月現在
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女性経営者の立場でありながら「心から女性社

員の立場になって考えていなかった。女性と男性

の違いを理解したキャリアプランを作れていなか

った」と、自身の心の深いところに問題があったと

反省し、2014年より社員を社外の勉強会に参加

させ、社会保険労務士の指導のもと検討を重ねた

「ワークライフバランス（WLB）制度」を2015

年4月より導入した。

２. 子育て・出産に関わる制度 
「ワークライフバランス制度」

WLB制度では、入社2年を経過した正社員を

対象に、勤務時間限定正社員への選択肢を設けて

いる。具体的には「育児・介護のために長時間労

働が難しい社員」に対して、通常正社員の82％

の労働時間（有給休暇の使用も可）、給与80％、

賞与80％、役職手当なし（WLB中は役職なし）、

福利厚生は同等という業務内容の軽減を図ること

で、出産・育児・介護を機会とした離職を防ぐこ

とを目的としている。現在は、入社7年目の女子

社員が子育てとの両立のために利用している。も

ちろん男性社員も選択でき、今後の活用が望まれ

ている。

３. 研修制度の活用 
「一人一人にあったキャリアプラン」

基本的には男性従事者と同じであるが、女性の

ためだけの研修も用意して、教育の機会を増やし

定着率の向上を図っている。これまでの新入社員

向け、中堅・役職社員向け、全体研修のメニュー

に加え、女性社員研修および女性リーダー研修を

設けることで、女性社員にも公平に役職者への昇

進の機会を与えている。

女性従事者の活躍の場としては、事務方だけで

なく生産現場においても用意されている。母豚の

分娩介助や子豚の管理など、女性の感性が生かさ

れる業務もあるため、本人の意向があれば幅広く

業務を経験させ、今後の管理職としての育成にも

力を入れていきたいと考えている。

特に、経営に大きな影響を及ぼす豚の分娩・飼

育では、女性従事者ならではの細やかな飼育管理

が、近年の生産成績の安定と向上に寄与している

と評価している。また、かつては男性の業務とみ

なされていた交配に関しても、現在は若手女性従

業員が担当し、男性に指示を出しながら交配班を

引っ張っている。一人一人が望む形で実績を積み

重ねできる環境を整えることで、女性の活躍の場

を広げることができるだろうと考えている。

４. 女性が働きやすい環境の整備

休憩室、シャワー室、屋内・野外トイレの設置

など女性に配慮して環境の整備にも取り組んでい

る。また、年に2回、経営者と女性社員だけで集

まり夕食を囲みながら彼女たちの生の声を聞く機

会を設け、それらの意見を踏まえた労働環境の改

善計画の策定にも取り組んでいる。

審査委員の声
女性経営者がいるから女性活躍経営体にな

るとは限らない。社長の前田佳良子氏は、ど

こにでもある女性活躍支援ではなく、社員の

顔を見て声をきいて、セブンフーズの「ワー

クライフバランス」制度構築の努力を継続し

てきた。母豚が何百頭も近くにいる事務室の

窓を開けても、驚くほどにおいが気にならな

い。①農業従事者の働きやすい職場づくりを

経営上の成果につなぎ、②地域の住民に受け

入れられる農場にしながら急激に事業を拡大

させ、③商品ロスを削減させながらアニマル

ウェルフェアを実現する、といった、大規模

なプラスの循環をいくつも成功させるだけの

パワーがある。日本の農業の未来をつくるの

はやはり個性的な女性経営者の数としての増

加ではないだろうか。
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1972年創業、1994年に法人化した（有）宮

川洋蘭は、熊本県宇城市三角町戸馳島（とばせじ

ま）で洋ランの生産、加工、販売を手がける企業

である。戸馳島はもともと花き栽培の盛んな地域

であったが、二代目で現代表取締役の宮川政友氏

が、1972年に島で初めて洋ラン栽培を手がけ、

以来、島の生産者とともに洋蘭生産を島の基幹産

業にまで育てあげてきた。

宮川洋蘭の経営規模は、施設総面積11,000㎡、

2014年6月期の売上高は2億6,700万円。従事

者数30人のうち25人が女性であり、従事者の8

割以上を女性が占める。女性従事者の内訳は、役

員1人、管理職4人、常勤パート20人である。そ

の売り上げの半分を占める主力事業が、2007年

から開始したインターネット通販事業である。

また、6次産業化認定事業である「洋ランのボ

トルフラワー」は、女性従業員による開発チーム

が2年かけて商品化した。生花に特殊なドライ加

工を施すことにより、生花のような鮮やかな色と

瑞々しさを維持できる。「もらってうれしい商

品」として人気がある。

１. 経営者の意識

女性従業員中心の「インターネット通販事業」

と「洋ランのボトルフラワー事業」を、戸馳島で

100人の新規雇用を生み出す事業として成長さ

せ、戸馳島を「夢の花咲く島」として活性化した

いと考えている。

消費者の多くが女性であるため、その洋ランを

生産、加工、販売する企業側も女性従業員抜きに

考えることはできないという。洋ランを、単に栽

培するだけでなく、感動を与える商品に仕立てる

ためには、女性の感性やおもてなしの心が不可欠

と考えているからである。

２.「洋ランのボトルフラワー」 
開発までの道のり

欧米でラン栽培の技術研修を積んだ専務の宮川

将人氏は、2007年に洋ランのインターネット通

有限会社宮川洋蘭
代表者名 宮川　政友 資本金 28 百万円

設立年 1994 年 7 月 1 日 売上高 267 百万円（2014 年 6 月期）

事業内容 生産（花き）、加工・製造 経営規模 施設 11,000㎡

従事者数
30 人（うち女性 25 人。女性内訳：役員 1 人、管理職 4 人、常勤パート
20 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
休暇（産前産後・育児）、短時間勤務制度、育児休業代替要員を確保、
育児休業後の継続就業支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室・屋内トイレの設置）、重労働等の業務改善、 
技術・知識の習得支援

女性店長の顧客満足度重視のネット通販が主力事業に成長

熊本県宇城市三角町

※2016年3月現在
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販事業を立ち上げた。ネット上の店名は「森水木

のラン屋さん」。その名の由来も、店長を務める

のも将人氏の妻・水木氏である。ネット通販事業

立ち上げ当初は試行錯誤が続いたが、2009年

10月、水木店長の出産時に行った「店長出産セ

ール」をきっかけに売り上げが大きく伸び（月商

10万円から月商200万円へ）、その勢いに乗

り、2012年には年商1億円を突破するまでに成

長した。商品作りから受注、発送、顧客対応まで

全て女性従業員が行い、きめ細やかな対応が消費

者に喜ばれている。

付加価値の高い洋ランを使った「洋ランのボト

ルフラワー」もまた、将人氏の発想である。この

アイディアを実現すべく、妻の水木氏がボトルフ

ラワーの技術を習得、その後2011年に女性3人

で商品開発に着手した。洋ランは乾燥させづらい

ため、商品化は予想以上に難しく2年の歳月を費

やした。だが苦労の甲斐あって、現在は年間

3,000万円を売り上げる事業へと発展、将来的に

は年間1億円以上を売り上げる事業へ成長させ、

従業員数も50人まで増員したいと考えている。

３. 女性職員の登用とキャリア形成

宮川洋蘭は、独自の能力評価制度を導入してい

る。従業員の自己評価をもとに、年1回、社長が

各従業員と面談をする。互いに納得した上で給与

を決定することが、従業員個々の仕事へのモチベ

ーション維持につながっている。

「洋ランのボトルフラワー」は開発からデザイ

ンまで全て女性従業員が行うため、そのノウハウ

は女性従業員に蓄積されやすく、それがキャリア

形成につながっている。新商品開発には女性従業

員が中心となって取り組んでおり、個人のアイデ

ィアが直接商品化に結びつく機会も多く、女性が

積極的にチャレンジできる環境が整っている。

ネット通販事業において、顧客対応に優れた女

性パートを正社員へ登用し、通販部問の受注発送

チームリーダーに抜擢するなど、積極的に女性登

用を行っている。

４. 子育て・出産に関わる制度

洋ランの通年栽培が可能になったことで、仕事

に季節的な偏りがなくなり、また残業や休日出勤

をほとんど必要としない体制を整えている。さら

に、育児休暇や短時間勤務制度を導入・育児休業

代替要員の確保・育児休業後の継続就業支援にも

取り組んでいるため、女性従業員は仕事と育児や

家庭との両立がしやすい。

５. 女性が働きやすい環境の整備

技術のみならず、感性が求められる洋ランの寄せ

植え作業は全て女性従業員が行い、力仕事の多い栽

培管理作業は主に男性従業員が担当している。寄せ

植え作業等は全て栽培ベンチ上で行うことができ、

腰への負担軽減につながっている。また、エアコン

によるハウス内の空調制御、休憩室や屋内トイレの

設置等、快適な作業環境の整備に力を入れている。

審査委員の声
『夢の花咲く島』熊本県三角町戸馳島にある

花農家3代目の宮川将人専務は、経営理念と

目標を明確にしてプラス思考のチャレンジを

続けてきた。パソコンは農家と消費者をつな

ぐ現代の農具と考え、夫婦でネットショップ

「森水木のラン屋さん」をオープン、採用もイ

ンターネットを活用。自分で撮影した写真を

駆使し、花と笑顔を育てる農業の魅力をブロ

グで発信しお客様の声が2万件。女性活躍経

営体の前向きなリーダーは、消費者と農業者

の新しい関係、次世代BtoCを見つけてきた。

世界一のサイバー農家になりたい、100人が

キラキラ働ける経営にしたいと夢は続く。熊

本からのWAP100のモデルとして農業の未

来をつくる進化を続けることを期待したい。
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（有）サザンガーデンは大分県玖珠郡玖珠町にあ

る、花き・花木の生産を行う農業法人である。創業

は1992年で、2002年に法人化された。従事者は

16名で、そのうち女性従事者が12名である。

現在、9,240㎡の施設で花きを生産し、さら

に、300坪のハウスでシクラメンの販売も行って

いる。売上高は6,688万円（2014年度6月期）

を計上する。

2014年度は花きの市場流通での平均単価が下

落傾向にある中、卸売業者への契約栽培を増やす

ことで、売上高の下落幅を縮減することに成功し

ている。

１. 女性活躍経営体に至る背景

当初、前社長の穴井重利氏は、父が営んでいたタ

バコ栽培に従事していた。その後、現専務取締役

である妻の記代美氏とともに、鉢花経営に転換し

た。単価安などの課題や経営上の失敗もあったも

のの、徐々に経営を拡大し、2002年、財務の透明

化や、経営の客観視と効率化のために法人化した。

販売は市場流通を柱に、契約栽培や直売にも力を

入れている。そのうち直売は購買者の80％が女性

である。市場のニーズに対応し商品の余剰を回避

するために、多種類・多品目の生産を行っている。

法人設立にあたっては、県や農林水産省の研修

に積極的に参加し、担当会計事務所のアドバイスを

受けながら体制を整えていった経緯がある。法人化

前後の頃から特に女性が活躍するようになり、近年

はより多くの女性を雇用しているが、きめ細かな管

理能力が売上げにつながってきたことを実感してい

る。女性の感性や丁寧な仕事ぶりをさらに発揮でき

るよう、職場環境の改善にも力を入れている。

２. 子育て・出産に関わる制度

地域の女性が働きやすい農閑期の季節雇用や、

有限会社サザンガーデン

代表者名 穴井　亮輔 資本金 3 百万円

設立年 2002 年 8 月 2 日 売上高 66 百万円（2014 年 6 月期）

事業内容 生産（花き） 経営規模 施設 9,240㎡

従事者数
16 人（うち女性 12 人。女性内訳：役員 2 人、一般職 4 人、常勤パート
6 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
休暇（産前産後・育児・介護）、短時間勤務制度

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室・屋内・野外トイレの設置）、重労働等の業務
改善、技術・知識の習得支援

女性専務の的確な経営が支える鉢花経営

大分県玖珠郡玖珠町

※2016年3月現在
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フレックス勤務、短時間勤務制度を導入してい

る。これによって全職員の約7割、一般社員の

2/3を占める女性従業員が、安心して勤務できる

ように配慮されている。これらの制度と、風通し

の良い労働環境作り、及び男女分け隔てない役員

への登用によって、2002年の法人設立後は、女

性一般職の平均勤続年数8年という安定した就労

を実現している。

３. 女性職員の意見を経営に反映

記代美氏は、1994年に大分県女性農業経営士

講座を受講し、その頃に家族経営協定を結んで、

経理部門と雇用管理を一手に担っている。市場情

報や種苗業者情報などの情報分析、経理数値の分

析、及び年間計画に沿った生産と在庫管理によ

り、ロスを最小限に抑えることを実現している。

売上を左右する品目や品種の選定については、

女性職員からの栽培管理上の問題点を集約して参

考にしている。女性の感性が発揮される色合いな

どは、品種選定が重要なポイントとなっている。

日々変化する市場のニーズに対応し、売上額を維

持するのに、女性職員の意見は欠かすことのでき

ないものとなっている。

この具体的な事例としては、クリスマスローズ

などの鉢花流行を先読みしてオリジナル品種の育

種に取組み、収益の安定化を実現させたことが挙

げられる。さらに女性従業員の協力を得ながら、

他に種苗登録数7品種や、登録までには至ってい

ないが10数種類のオリジナル品種（固定種）を

育成してきた実績がある。

記代美氏は「玖珠郡女性農業経営士会」の立ち

上げ、その会長としての活動、さらに地域農業の

男女共同参画推進活動への参加など、幅広く活躍

している。

４. 女性が働きやすい環境の整備

働きがいのある雇用環境作りのため、当初より

女性労働力を念頭においた作業環境を整備してき

た。底面給水方式の取り入れや、作業台を女性の

働きやすい高さにするなどである。この品質管理

システムにより、労働力の軽減化と生産性を高め

ている。休憩室、トイレ等の整備も行っており、

労働環境のさらなる改善を図っている。

ミーティング結果を作業予定表に書き込むこと

で作業内容を「見える化」し、社内での情報共有

と、意思疎通の取れた作業体系を構築している。

さらに、従業員を2班（苗花班・鉢花班）に編

制し、その班長を毎月交代制で務めさせること

で、仕事に対して責任感を持たせる工夫をしてい

る。また役員と従業員、男女を問わず一人一人に

ハウスの担当を割り当て、毎日終業時間前の15

分間は整理整頓・清掃時間に充てている。毎週末

は30分間の園内点検作業を全員で実施するな

ど、性別等に関係なく協力し合える職場環境を形

成している。

その他、福利厚生と研修を兼ねて2～3年に1

度の割合で、北海道や沖縄などへ職員旅行を企画

し、従業員と親睦を深めている。2012年からは

社会保険労務士事務所と契約して社会保険などの

充実を図り、より女性や高齢者が働きやすい環境

を目指している。

審査委員の声
女性が中心となって働いている温室内の維

持管理をできるだけ省力化し、女性の体格に

合わせて設備を改良するなど、同じ作業を続

けても疲れにくいよう工夫がなされている。

仕事が終わった後、汚れた作業着をふだん着

に着替えてから、保育所に子供を迎えに行っ

たり、買い物をしたりすることができるよ

う、温室に隣接して更衣室を設置している。

こうした様々な取り組みを積み重ねている

ところが、女性社員を大切にしていることを

うかがわせる経営体である。
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和泉農園は、大分県豊後高田市の明治初期から

続く家族経営の農家である。現在は、代表夫妻と

その父母の2世代夫婦が、干拓地砂質土壌の畑

3haと樹園地1.8haで白ネギとハウスブドウを

中心とした複合経営を行っている。

和泉農園の経営を大きく特徴づけているのが

「家族経営協定」である。和泉農園の家族経営協

定は「①現状維持は衰退につながる。緩やかな規

模拡大。②常にプロ意識を持って農業生産に関わ

る。③経営状況を記帳・把握・分析して、自由な発

言の場をもつ」という経営方針を掲げ、明確な経

営の役割分担、労働時間や休日の確保、家事時間

を労働時間と認めること、等が明記され、家族全

員が快適に楽しく経営できる体制を整備している。

また代表の母は、ヨーロッパ研修に参加した

際、女性たちが農家民宿を生き生きと実践してい

る姿を見て、農家民宿経営の夢を持つようになっ

た。帰国後、農村魚村女性・生活活動支援協会の

専門家養成講座「グリーン・ツーリズム」や「農

業労働管理」の講座を受講し、農家民泊について

勉強した後、2006年、農家民宿「明朗屋」を開

始した。

現在、和泉農園の従事者数は5名で、うち女性

は2名である。

１. 経営者の意識

現代表の母・和泉やす子氏は、1970年、和泉

宮之氏（前代表・現代表の父）との結婚と同時に

就農した。やす子氏は非農家出身だったが、もと

もと農業が好きだったこともあり、高校卒業後、

大分県立農業実践大学校に進んだ。結婚後、地域

の若妻会、女性農業経営士会、生活研究グループ

などの女性組織の一員となり、各種研修にも積極

的に参加。農業経営と農業生活の知識や技術の習

得に励んだ。その知識を生かすべく、和泉農園の

経営にも共同経営者として積極的に参画すること

で、やす子氏の意見やアイディアが経営に生かさ

れるようになっていった。

和泉農園

代表者名 和泉　陣 資本金 ―

創業年 明治初期頃 売上高 36 百万円（2014 年 12 月期）

事業内容 生産（ブドウ、白ネギ） 経営規模 畑 3ha、樹園地 1.8ha

従事者数 5 人（うち女性 2 人。女性内訳：役員 1 人、一般職 1 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
短時間勤務制度、育児・介護休業中の能力向上

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室の設置）

家族経営協定で2世代夫婦が快適で楽しい経営を実現

大分県豊後高田市

※2016年3月現在
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やす子氏は就農直後から、現状の経営診断を基

に、3人の子供たちや将来をふまえた営農生活設

計書を作成し、家族内での話し合いのもと、その

時々の状況に臨機応変に対応しつつ戦略的な経営

展開に取り組んできた。たとえば、子供たちの進

学時にはカスミソウの栽培を経営に加え所得の向

上を図るなど、新規品目の導入や規模拡大を適期

に実施した。

1990年からは労働時間の記帳を開始した。そ

の実態把握と分析に基づき、繁忙期には地元女性

をフレックスタイムで雇用し、効率的な作業と収

益確保を実現した。

和泉農園の経営に重要な役割を果たしている

「家族経営協定」は、1996年に女性が働きやすい

環境の実現を目指し、夫婦間で締結した。その結果、

やす子氏の家事時間や余暇が確保され、役割や位

置づけが明確になる一方、やす子氏自身も共同経

営者としての自覚が強まった。さらに家族経営協

定の締結と同時に、女性農業者年金にも加入した。

1998年に現代表の陣氏（次男）が就農する

と、2000年に宮之氏、やす子氏と陣氏が家族経

営協定を締結。さらに2004年の陣氏の結婚を機

に、2005年には宮之氏・やす子氏夫婦と陣氏夫

婦とで家族経営協定を締結した。

そして当時の代表の宮之氏が65歳になった

時、家族経営協定書の規定通り経営移譲がなされ

た。その結果、経営者となった陣氏の責任意識は

増し、他品種栽培へのチャレンジ、生産工程の見

直し等による省力化、直売の開始等による販路拡

大などに取り組み、所得も向上した。

今後は代表の妻の朋子氏が夢とやりがいを持て

る環境を作り上げ、その能力を存分に発揮できる

ような支援体制を整えていく。

２. 子育て・出産に関わる制度及び研修制度

朋子氏は、現在子育て中であるが、育児・介護

休業中の能力向上のため、経営に関する各種研修

会に参加している。また、短時間勤務制度も導入

している。

３. 女性が働きやすい環境の整備と、 
地域貢献

女性が働きやすい施設設備の整備としては、休

憩室の設置を行っている。

その他、地域女性への貢献として、やす子氏の

多方面にわたる精力的な活動がある。やす子氏

は、2011年から玉津まちの駅直売所「夢むす

び」の管理責任者を務め、地元野菜や加工品の販

売とレストランを通じて地産地消を実践し、地元

の雇用拡大に寄与している。2013年には大分県

生活研究グループ連絡講義会会長として県内農村

女性の力を結集して全国大会を開催し、大分県女

性のパワーを全国に発信した。また、地元女性集

団会長として地域おこしを推進し、女性の生きが

いづくりに取り組んでいる。

大分県農業指導士の任期中には、農業委員の女

性登用について関係機関に積極的に働きかけ、大

分県で初めて農業委員会に女性が登用された。や

す子氏自身も農業委員として活躍している。

審査委員の声
個人経営でありながら、早くから経営者夫

婦で家族経営協定を結び、仕事上の役割を明

確にしたり労働時間や休日を決めたりと、企

業的な経営体を目指してきた。このことが、

現経営者である息子夫婦を後継者とすること

ができた大きな要因の一つだろう。他の経営

体にも大いに参考になるのではないだろう

か。

経営者の母は地域の女性のリーダーとして

直売所の運営などにも関わっており、今後の

さらなる活躍に期待したい。
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（株）日野洋蘭園は鹿児島県薩摩郡において施設

花き・花木の生産を行う農業法人である。創業は

1972年であり、法人設立は11年後の1983年

である。

現在、施設27,710㎡と田5.1haを経営し、

売上高5億3,100万円（2014年度8月期）を

計上して売上を伸ばしている。従事者は84名

で、そのうち女性従事者が66名と約75%を占

める。従事者の内訳は、役員（男性1名、女性1

名）、正社員管理職（男性4名、女性1名）、正社

員一般職（男性11名、女性5名）、常勤パート

（男性2名、女性59名）である。

１. 経営者の意識

当初の事業拡大時は、「女性は結婚によって退

職するので技術を蓄積しても失われてしまう」と

考え、男性を主体に入社させていた。しかし実際

には男性の方が離職する者が多く、それに対して

女性は入社1年半で一つの農場全体を任せられる

ほどの優秀な人材もいることがわかった。その後

は、女性を積極的に採用するようにしている。

代表の柴崎氏は、過去には女性の結婚による退

職を危惧していたが、現在では、女性は行うべき

事を受け止め、協力的に行なってくれる優秀な人

材が多いと感じている。そして現在の、男女分け

隔てないキャリアプランや、女性の働きやすい環

境整備、社員旅行の設定などといった取組みの背

景には、日野洋蘭園の経営において女性が主戦力

であるという強い意識がある。

２. 子育て・出産に関わる制度及び研修制度

今のところ、女性従業員の子育て・出産に関わ

る制度の利用実績はないが、設立時より男女で同等

の待遇を目指し、男女間での労働や給与環境の差

は一切ない。結果的にこれが、女性の労働意欲向

株式会社日野洋蘭園

代表者名 柴崎　喜好 資本金 5 百万円

設立年 1983 年 12 月 7 日 売上高 531 百万円（2014 年 8 月期）

事業内容 生産（花き） 経営規模 田 5.1ha、施設 27,710㎡

従事者数
84 人（うち女性 66 人。女性内訳：役員 1 人、管理職 1 人、一般職 5 人、
常勤パート 59 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室・屋内トイレの設置）、重労働等の業務改善、 
技術・知識の習得支援

責任を持ち結果を出す女性に支えられ伸びる経営

鹿児島県薩摩郡 
さつま町

※2016年3月現在
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上やキャリアアップに繋がり、数多くの女性が活躍

する場を提供している。実際に、平均勤務年数は

正社員・一般職の女性が4.2年、男性が2.3年

と、女性の方が2倍近く長い。また、常勤パートの

女性は平均でも9.3年と、10年近く勤務している。

３. 研修制度・キャリアプラン

日野洋蘭園では男女間に差はなく、高い成果を

挙げた社員に重要な仕事を任せ、また成果に基づ

く表彰を行っており、実際に活躍している女性が

多数見られる。入社すぐの女性職員でも、一定面

積のハウスを担当させるようにしている。事業計

画を立てるにあたっては、自身の担当箇所の面

積、品目、月別の生産本数、月々の売り上げを上

司と確認しながら作成することになる。

また会社の売り上げ・経費・人件費すべてを開

示し、収益や借入金まで一人一人が確認できるよ

うにしており、月一度全員参加のミーティングの

機会を設け、月次決算と自社事業計画の確認を皆

で行う仕組みにしている。

【キャリアプランの例】

○2013年入社、大卒の女性社員の場合

1年半で一農場の一部門の葉物部門を任され、

15年8月に入社2年半で主任に抜擢されている。

社員3名、パート17名を強いリーダーシップで

まとめ、管理技術のポイントである土壌の肥料バ

ランス・灌水・夏の高温管理・土壌病気発生抑止

などについて適切な采配を行い、2015年度に日

野洋蘭園開設以来最高の管理実績をあげた。これ

により、全社員の中で最も高い決算手当が支給さ

れるなど、能力に見合った報酬が支給されている。

○2010年入社、高卒の女性職員の場合

葉物部門の受発注部門を担当し、市場からの情

報入手と注文・出荷数の取りまとめる役職に就い

ている。通常は社長が行なう“出荷判断業務”な

ど、社内で最も重大な仕事の一つを担当している。

柴崎氏は、彼女のキャリアプランを考え、コミ

ュニケーション能力の向上のために蘭の管理と受

発注という困難な仕事を敢えて担当させるといっ

た、能力開発のための人事を行っている。今では

宣伝業務を一手に引き受け部門の柱となる人材へ

と成長している。

以上あげたほかにも、数多くの女性が活躍して

いる。

４. 女性が働きやすい環境の整備

休憩室や屋内トイレの設置、作業台の調整に加

えて、能力向上に必要な責任ある仕事を女性にも

分け隔てなく用意している。さらに週一回、管理

業務を担当する女性従事者と他の管理業務を担当

者が集まり、進捗状況や問題点を出し合って話し

合う。その際に、女性に関連する意見や提案な

ど、小さいことも含めて改善に努めている。

また経常利益が出て許される限り、パートタイ

ム労働者を含めて夏のバーベキューや毎年一泊の

旅行を行い、日常の勤務を労うなどの取り組みを

行っている。

審査委員の声
「農家は「一企業」、企業として利益を出し

社員・地域・社会に貢献、企業として生産性

向上・技術向上を目指し、お客様に感動を与

え信頼される商品を提供すること」。柴崎代

表はこの経営理念のもと、自分の経営を知

り、他産業の成功事例を研究し、従業員を育

成する。男女間の労働環境・給与環境の差が

ない女性の働きやすい職場環境を形成してい

る点が素晴らしい。そして、円滑なコミュニ

ケ-ションを通じ、担当業務に責任感を持っ

た女性社員が成長し経営の安定発展に一段と

貢献している。今後も透明な経営管理のも

と、女性社員の意欲の向上やキャリア形成に

より、女性がますます活躍できる場が広がる

ことを期待したい。
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