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女性農業者のエンパワメントモデル：女性が変える日本の農業（WAP100）

働きたくなる農業　継ぎたくなる農業 
渡したくなる農業　始めたくなる農業

農業の未来をつくる女性活躍経営体100選　審査委員会

審査委員長　上村協子
（東京家政学院大学　教授）

１．WAP100　2017年度認定について

「農業の未来をつくる女性活躍経営体100 選」愛称“WAP100”。初年度に32経営体、次年度28経

営体、3年目となる2017年度42経営体、3年間で計102経営体を認定し名実ともにWAP100を達成す

ることが出来ました。

認定された皆さまのご努力に心から敬意を表し、審査員一同、お祝いを申し上げます。

まことに、おめでとうございます。

WAPとは、「農業経営（体）における女性の積極的な参画」の英訳「Women's Active Participation 

in Agricultural Management」から名づけられた愛称です。

まずは、2015年度・2016年度と同様に、2017年度42経営体について企業規模別（区分は生活研究

№158齋藤京子による）３グループに分けて紹介し、まとめにWAP100女性農業者エンパワメント

モデル4類型について解説します。

２．規模別3グループの紹介

【第1グループ　従事者数　15名以下　15事例　従事者数順】

生駒牧場、（株）上田商店、（株）花の米、わさび屋（株）、（株）Staygoldてらだファーム

麓farm、（株）あずみ野エコファーム、（株）アセローラフレッシュ、（有）梶岡牧場

（株）アグリスリー、（株）DOI FARM、（有）さかもと園芸、（株）大雅

企業組合うめっぽ、（株）寺田農園

第1グループの特徴は家族（的）経営の良さ。若者の手が届く家族や家庭のあり方、魅力的な仕

事としての農業です。若手夫婦が前職の経験を活かしながら地域の先輩と良好な関係を築く事例、

自分の出産・子育て経験を活かした農業など、次世代が手を伸ばして参加したくなるモデルが揃っ

ています。梅農家があつまった企業組合うめっぽも、地域密着モデルとして注目です。

Ⅰはじめに
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【第2グループ　従事者数16名から40名　17事例　従事者数順】

ウーマンメイク（株）、（株）カラーリングファーム、（有）かさい農産、Ambitious Farm（株）、

（有）安富牧場、（株）みっちゃん工房、（株）高梨農園、しろうま農場（有）ティーエム、

（有）平田観光農園、（株）カネイファーム（有）伊万里グリーンファーム、（株）しゅん・あぐり、

村商（株）、（有）ドリームズファーム、（有）伊盛牧場、（株）関東地区昔がえりの会、（有）三和畜産

第2グループは、消費者や働く従業員の「生活」を見据えたぶれない経営ビジョンが特徴です。

安全安心を保証するGLOBAL G.A.P.とJGAPを同時に取得した（有）かさい農産など自分たちを選ん

でくれる消費者を育てる道筋を明確にした企業戦略や、女性が活躍する経営を消費者の生活の質を

あげることにつなげる消費者志向の経営体努力が目立っています。

【第3グループ　従事者数41名以上　10事例　従事者数順】

（有）アクト農場、農事組合法人ファーム・おだ、（有）グリーンハウス、（株）サン・ファーム、

（株）農夢、農事組合法人鵜の味、アミューズ（株）、（株）早和果樹園、（有）本川牧場、

グリンリーフ（株）

第3グループでは地域のリーディングカンパニーとして多様な年齢層の生活を支える経営体が注目

されます。例えばグリンリーフ（株）のヒバの木をつかった建物の企業内託児所、（株）早和果樹園の

65歳以上となった創業時メンバー女性を核とした高齢女性の働き方のプラットフォーム「早和なで

しこ」などが特徴的です。人生100年時代、人生のどのステージの人も農業と関わることが可能で

す。長寿社会では、農業を仕事にすることがトレンドになって行くかもしれません。

以上2017年度42農業経営体の皆様それぞれの貴重な活動を紹介いたしました。

是非これからもその魅力を発信し続けてください。

３．日本の女性農業者エンパワメントモデル4類型

働きたくなる（大規模経営型）　継ぎたくなる（家族経営型）

渡したくなる（次世代育成型）　始めたくなる（スタートアップ型）

2016年度審査委員会はWAP100理念（キャッチコピー）を提案しました。さらに2017年度は画期

的なことに、創業年数と従事者数をもとに「大規模経営型（働きたくなる）」「家族経営型（継ぎたく

なる）」「次世代育成型（渡したくなる）」「スタートアップ型（始めたくなる）」４類型をつくり、

WAP認定経営体と2014年度「女性を積極的に活用している農業法人・農業経営体調査事業」の数

値から女性活躍の効果・エビデンスの提示が行われました。WAP100は、オリジナリティのあるモ

デルを提示し効果が根拠をもって提示された事業となりました。

農業分野における女性の活躍は国連の持続可能な開発目標（SDGs）※ につながります。日本の女性

農業者エンパワメントモデルWAP100に選定された農業経営体がさらに発展され、日本のみならず

世界の持続可能な食と農の実現に向けてさらに貢献されることを祈念しております。

※ 国連の持続可能な開発目標SDGs…2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」
にて記載された2016年から2030年までの国際目標。
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女性は、農林水産業や地域の活性化において

重要な役割を果たし、6次産業化の担い手として

も大きく期待されており、8割以上の農業法人で

女性が参画しています。

また、農業の成長産業化や競争力強化の点からは、多様な人材を確保し、活用する

こと、とりわけ女性の就農先として選択される経営体を目指すことがこれからの経営

発展のために求められています。

そこで、当協会では、2015年度より、農業経営体における女性活躍を普及し、推

進することを目的として農林水産省の支援の下、女性の活躍推進に取り組み、経営上

の成果をあげている農業経営体を認定・表彰してまいりました。

WAP100のホームページ・facebook

WAP100では、ホームページとフェイスブックページを開設し、女性活躍推進に関わる情報

やこれまでのWAP100の取り組みを随時更新しました。

経営発展セミナーの開催

農業界における女性活躍の取り組み事例を広く発信するとともに、全国的に普及・推進する

ため、全国9カ所で経営発展セミナーを参加費無料で開催しました。

Ⅱ事業の概要

「農業の未来をつくる女性活躍経営体100選」（WAP100）とは？

－女性が変える日本の農業－

“働きたくなる”　“継ぎたくなる”

“渡したくなる”　“始めたくなる”　農業経営体。

WAP100理念
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WAP100認定経営体による事例報告をはじめ、女性活躍推進に関わる制度整備についての講

演等を行い、多数の経営者や従業員の方々にご参加いただきました。

2017年度公募・審査について

WAP100では、応募資格※1を満たす農業経営体からの応募を受け、外部有識者からなる審査

委員会（名簿はP8参照）において、審査基準※2に基づき厳正なる審査を行い、経営発展を目指

す他の経営体のモデルとなる経営体を選定します。2017年度は42経営体（一覧はP9参照）を

認定し、2015年度〜2017年度の3年間で102経営体を認定するに至りました。

※1 応募資格

農産物の生産を行い、女性の活躍を推進している農業経営体であれば、法人・個人を問わない。

※2 審査基準

女性の活躍推進に関する、①経営者の理念や方針に沿って、②具体的な取り組みを行い、③

経営上の成果が現れていること。

公募・審査スケジュール

2017年6月1日〜8月7日 公募期間

8月上旬〜9月下旬 一次審査（書類）

10月上旬〜12月下旬
二次審査（現地訪問または指定会場で
ヒアリング） 
※書類審査通過者のみ

2018年1月26日 審査結果公表（プレスリリース）

3月6日 表彰式・全国セミナー開催

農業経営体における女性の活躍

〈優良事例の表彰・全国への普及推進〉

経営上の成果

商品・サービスの開発

品質向上・コスト削減

収益貢献・人材採用

事業成長　など

取り組みによる好循環

経営トップの
意識

キャリア支援
／適正配置

働きやすさ 
／環境整備
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「農業の未来をつくる女性活躍経営体100選」　　　2017年度　審査委員からの講評

上村 協子
委員長

「さようなら消費者・こんにちは生産消費者」。ネット売上拡大、交流イベントの継続
と参加者数の増加。企業内託児所。高齢女性たちが提供する社員食堂。1年目・2年目と
強くなってきた食と農をつなぎ消費者を生産者の応援団にするムーブメントの手ごたえ
を3年目WAP選定で感じました。食品のお客さんだった女性消費者を、農業に関わる生
産消費者・生活者にする小さな感動のヒストリーが『WAP102』に詰まっています。
3歳の我が子を保育所に出す気持ちで、第4次産業革命で消費者を「働きたくなる」

「継ぎたくなる」「渡したくなる」「始めたくなる」日本農業の応援団にするモデルとして
WAP102がもっとアピールされ成長していくことを期待します。

鈴木 泰子
委員

WAP100の4つの理念に基づいて審査させていただいた。現地審査で経営者・社員の
方からヒアリングすると、社内コミュニケーションの良さ・働く者同士の信頼関係・感謝
のメッセージにピンとくるものがあった。男性中心の職場を女性採用と同時に、働きや
すい就労環境整備を行って成功している例や、地元女性・社員とともに経営に魂を注ぐ
女性経営者の謙虚さと力強さであったり、女性の挑戦を長年温かく見守ってきた男性経
営者の取り組みなど。形態は様々であるが、どの事業体にもWAP100の理念があてはま
り、女性がいきいきと活躍する実態を見ることができた。

深沼 光
副委員長

今回の認定経営体を通じて、単に設備を導入したり制度を構築したりするだけではな
く、そうした設備や制度を有効に活かすことができる職場の雰囲気づくりが、女性の活
躍に大きく寄与していること、さらには経営者が取り組みをリードして従業員間の意識
統一を図るのが重要だということが、改めて確認できた。また、女性の働き方の改善に
取り組むことが、高齢者や病弱な人など、女性と同じく働き方に制限がある従業員の活
躍にもつながっているケースがあったことを特筆したい。女性活躍の推進は、多様な従
業員が活躍することで業績の改善を促すダイバーシティ経営に進化していくことも期待
できそうである。

青山 浩子
委員

審査を通じて感じたことは、「女性という存在が農業という産業の幅をより広げた」と
いうことです。農業法人が託児所の運営に乗り出したというのはその一例でしょう。新
たな人材の確保および、現在子育てしながら働いている女性の活躍を支援するために開
設したそうです。また、「農業は仕事と子育てを両立できる産業」だと考え、起業した女
性経営者もいました。恵まれた自然環境で子育てするにあたり、農業は適した仕事であ
るという考えは、目からウロコでした。いろんな角度が農業に入り込み、農業者自身が
必要に応じてビジネスの領域を広げていく。WAPの認定者は農業を変えつつある人たち
であると実感しました。

Ⅲ 2017 年度審査委員からの講評
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「農業の未来をつくる女性活躍経営体100選」　　　2017年度　審査委員からの講評 ※1　敬称略、委員長と
副委員長以外は五十音順

西山 由美子
委員

WAP100も3年目に入り、応募が鈍化するのではないかと個人的に危惧していたが、そ
れはまったくの杞憂であった。過去2年よりもさらに多くの経営体から応募があり、これ
までに聞いたことがないような女性活躍があり、ドラマがあった。今年度はとくに、若手
女性経営者の応募と、ビジネスライクな企業的活動を志す農業経営体が目立った印象だ。
また、これまでの審査を通し、女性の特性が活きる事例には、①６次産業化の分野におい
て、女性が持つ「食」に関する知見や消費者目線が事業に生きる、②酪農・畜産分野にお
いて、女性が持つ細かな気配りが経営成績向上に寄与している、③細かく根気が必要な作
業において、女性が顕著な実績をあげる、といった特長が見られたように思う。

藤本 圭子
委員

会社でダイバーシティ推進を担っており、女性活躍推進とは「適材適所」であると確
信していたが、今回WAP100の審査に参加させていただき、農業こそが男女の区別のな
い業態でまさしく「適材適所」が自然に実践されているものであることが新しい発見で
あった。実際に多くの女性が農業経営に関わり、いきいきと活躍している姿が農業を魅
力的なものにしていることを、もっと社会的に認知されてもいいのではないかと、今回
の表彰事業の意義をあらためて痛感した次第である。今後6次産業化が進むにつれ、女
性の活躍分野がますます広がる可能性もあり、女性活躍を牽引するのはひょっとして農
業界かもしれないと期待が大きく高まってまいりました。

増田 篤
委員

3年目、最終年度を迎えたWAP100の審査だが、当初は有力な経営体は2年間でかなり
出尽くしたかなとも思っていたが、経営も堅実で女性活躍が目立つ農業経営体がまだ多
数あったことに驚かされた。例えば沖縄県など、農業のイメージの薄い県でもユニーク
な事例も見られた。また、今回、私が現地審査をした法人では、代表が男性の場合、妻
が経理や労務管理などで代表を裏からサポートしているケースも目立った。そしてやは
り男性であれ、女性であれ、事実上の創業者、法人トップの自らの地域、作物・商品に
対する強い信念が感じられるケースが多かった。逆に、そうしたリーダーがいなくなっ
た時に法人を誰がどう承継していくのかが今後の課題になりそうだ。

横田 響子
委員

3年目の最終年。応募書類や現地審査でも、女性活躍の新たなロールモデルとなる経営
体に出会うことができた。例えば外とつながることで新しい生産物や6次化のヒット商品
を生み出し地域女性にも変化をもたらす女性、Uターン就農で顧客開拓をし納品先に愛
される共同経営夫婦、Iターンの若者たちが活躍する地域活性型経営体、地域との共生を
大切にした結果道を切り開く女性経営者、看板娘たちが事務・生産・販売まで活躍する
大家族経営、農業分野では一般企業以上に経営への女性関与度が高まり、実際に経営体
に元気を生み出している。女性活躍が経営貢献につながることが確信に変わる最終年度
となった。
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「農業の未来をつくる女性活躍経営体100選」
2017年度審査委員会

氏　名 所属・役職

委員長 
上村　協子 東京家政学院大学　教授

副委員長 
深沼　光 株式会社日本政策金融公庫総合研究所　主席研究員

青山　浩子
農業ジャーナリスト
公益社団法人日本農業法人協会　理事

鈴木　泰子
社会保険労務士法人　リライアンス　代表社員
全国農業支援ネットワーク　理事

西山　由美子
にしやまゆみこ税理士事務所　所長
一般社団法人全国農業経営コンサルタント協会　理事

藤本　圭子
株式会社セブン-イレブンジャパン　取締役　常務執行役員
人事本部ダイバーシティ推進部長

増田　篤 株式会社時事通信社　デジタル農業誌Agrio編集長

横田　響子 株式会社コラボラボ（女性社長.net企画運営） 代表取締役

（敬称略）
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「農業の未来をつくる女性活躍経営体100選」 
2017年度認定経営体

地域 経営体名 地域 経営体名

北
海
道
・
東
北

AmbitiousFarm株式会社
（北海道・露地野菜）

東
海

株式会社大雅
（岐阜県・施設野菜）

有限会社かさい農産
（岩手県・施設野菜）

生駒牧場
（岐阜県・酪農）

有限会社ドリームズファーム
（山形県・稲作）

株式会社上田商店
（三重県・露地野菜）

関
東

有限会社アクト農場
（茨城県・施設野菜） 近

畿

株式会社農夢
（京都府・施設野菜）

グリンリーフ株式会社
（群馬県・工芸作物）

株式会社早和果樹園
（和歌山県・果樹）

有限会社さかもと園芸
（群馬県・花き）

中
国
・
四
国

有限会社安富牧場
（岡山県・酪農）

株式会社関東地区昔がえりの会
（埼玉県・露地野菜）

有限会社平田観光農園
（広島県・果樹）

株式会社しゅん・あぐり
（埼玉県・施設野菜）

農事組合法人ファーム・おだ
（広島県・稲作）

株式会社アグリスリー
（千葉県・稲作）

有限会社梶岡牧場
（山口県・肉用牛）

株式会社高梨農園
（神奈川県・露地野菜）

有限会社グリーンハウス
（山口県・施設野菜）

北
信
越

株式会社花の米
（新潟県・稲作）

株式会社カネイファーム
（徳島県・施設野菜）

株式会社Staygoldてらだファーム
（富山県・稲作）

九
州
・
沖
縄

株式会社カラーリングファーム
（福岡県・施設野菜）

企業組合うめっぽ
（福井県・果樹）

有限会社伊万里グリーンファーム
（佐賀県・施設野菜）

しろうま農場　有限会社ティーエム
（長野県・稲作）

株式会社みっちゃん工房
（熊本県・施設野菜）

株式会社あずみ野エコファーム
（長野県・養豚）

株式会社サン・ファーム
（熊本県・採卵鶏）

麓farm
（長野県・花き）

ウーマンメイク株式会社
（大分県・施設野菜）

東
海

株式会社DOI FARM
（静岡県・酪農）

有限会社本川牧場
（大分県・酪農）

有限会社三和畜産
（静岡県・養豚）

アミューズ株式会社
（宮崎県・採卵鶏）

農事組合法人鵜の味
（愛知県・施設野菜）

村商株式会社
（鹿児島・肉用牛）

株式会社寺田農園
（岐阜県・施設野菜）

株式会社アセローラフレッシュ
（沖縄県・果樹）

わさび屋株式会社
（岐阜県・工芸作物）

有限会社伊盛牧場
（沖縄県・酪農）

（42経営体）

Ⅳ 2017 年度認定経営体概要
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Ambitious Farm株式会社は北海道江別市にあ

る、コメと野菜の生産・販売を行う農業法人であ

る。法人設立は2014年、従事者は18名で、そ

のうち女性が13名である。現在、水田11.5haと

畑20.5haでコメ、大豆、野菜などを生産し、契

約を結ぶ生協に卸すほか、飲食店への直接販売、

WEBや定期的な直売など販路を広げている。

年間生産量は、ブロッコリー70t（江別市は北

海道一のブロッコリー生産地である）、コメ

60t、トウモロコシ20tなど。生産品目は70品

目100種類と「少量多品種栽培」をモットーと

し、消費者の幅広いニーズに応えている。

売上高は5,295万円（2017年2月期）を計

上し、前年の3,446万円を大きく上回る成長を

遂げている。経常利益も約200万円増加し、こ

れらの要因は経営面積の増加（6.5ha）ととも

に、新規販路開拓や企業のブランド化の成果であ

ろう。

１．経営者の理念・意識改革

同社は、元商社マンで新規就農者である代表取

締役・柏村章夫氏と、農家後継者5代目となる伊

藤儀氏が「次世代が魅力的に感じる農業をやりた

い」と考えて起業した。企業理念は「新しい農業

の可能性を創造し、たべる人（お客様）とつくる

人（生産者）を幸せにすること」。柏村氏と伊藤

氏は地元江別市にある酪農学園大学の同級生同士

で、学生時代から「いつか一緒に農業をやろう」

と話し合っていた。

柏村氏は就農後、農家を支えているのは女性で

あるということを実感した。しかし現場では、女

性には「農家の嫁」としての役割・美徳が根強

く、女性はサポート役という風潮に違和感を覚え

た。そこで同社では性別に関係なく、農業を通じ

て自分の夢や希望を具現化し、権限と責任をもっ

て、仕事で自己実現することを目指してきた。次

世代が夢を持てる持続可能な農業を行うために

Ambitious Farm株式会社
代表者名 柏村　章夫 資本金 3 百万円

設立年 2014 年 11 月 7 日 売上高 53 百万円（2017 年 2 月期）

事業内容

生産（アスパラ、ブロッコ
リー、トウモロコシ、ジャガ
イモ、ニンジン、コメ）、消
費者直売、観光・交流

経営規模 田 11.5ha、畑 20.5ha

従事者数
18 人（うち女性 13 人。女性内訳：管理職 2 人、一般職 1 人、常勤 
パート 10 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）、重労働等の業務改善

男女関係なく農業を通じて夢を実現できる会社へ

※2018年3月現在

北海道江別市
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は、多様な思考やセンスが重要であると考え、会

社の経営を伸ばすためにも、女性が活躍できる環

境づくりに尽力している。

２．女性が働きやすい職場の整備

同社は、従業員との面談や全体会議を通じて働

きやすい環境には何が必要かを話し合うことから

始めた。具体的には、役員の妻である30代で小

さな子供がいる女性2名が中心となり、母親の心

配事を解消できるようなルールを制定した（保育

園から連絡があった場合はすぐ迎えに行って良

い、習い事や体調がすぐれない場合も勤務時間の

短縮や半休を取ってよい、など）。その結果、当

たり前のことでもルール化されたことで、気兼ね

なく時間の調整ができるようになった。

また、作業場で重量のある野菜を運びやすいよ

うカートを導入したり、運搬用の2tトラックを導

入する際に普通免許対応・オートマチック規格を

採用したりするなど、様々な場面において、でき

るだけ誰もが働きやすい環境の整備に努めている。

３．女性のキャリア形成を積極的に支援

同社では、女性に限らず従業員自身が目的を実

現するため、社内・社外の勉強会、セミナー等に

積極的に参加できるよう、会社として費用負担は

もちろん、現場でもサポートする雰囲気を形成し

ている。セミナーなどに参加した従業員は、その

成果をレポートなどにまとめて社内で共有し、積

極的に実践することで企業全体のスキルと意識が

高まり、次の挑戦にもつながっている。

女性社員はこれまでに「女性農業次世代リーダ

ー育成塾」（農林水産省補助事業）、「地域フード

塾」（北海道経済部）のほか、６次化を見据えた

商品開発やマーケティングセミナーなどに参加

し、先進的な活動をしている女性や他分野の人材

と会うことで視野やネットワークが広がり、同社

の事業発展に貢献している。

また、野菜ソムリエの資格を取得した女性社員

が中学校で食育授業の講師を務め、社会貢献にも

つながった。

４．女性の活躍が企業の価値向上に貢献

役員の妻2名が店長を務める野菜直売所、「ふ

たりのマルシェ」での売上げが大きな伸びを見せ

ている。これは例年7月～10月の土曜日限定の

営業で、毎回楽しみに訪れるファンが多い。品揃

えはスーパーでは手に入りにくい西洋野菜など幅

広く、対面販売の良さを活かしておすすめの調理

法なども丁寧に伝えている。POPや包装なども

オリジナルで、買い物用のトートバックも作成す

るなど、イメージアップにも積極的に取り組んで

いる。これらは店長らが手書きPOPのセミナー

やマーケティングの勉強会に参加し、専門知識を

身につけたことで実現に至った。

2016年頃から他地域で行われるイベントの出

店依頼が多くなり、直販の売上げの約1/4を占

めるほどに急成長した。こうした活動の情報は、

随時SNSなどを通じて発信し、消費者との間に

親しみやすい関係が生まれている。実際にマルシ

ェの活動を目にした女性が、その姿にあこがれて

入社希望の手紙をくれ、社員として雇用すること

にもつながった。

審査委員の声
作業場では、女性が働きやすい工夫が多数

なされているのがみてとれた。これまでは作

物が収穫できない冬期には出勤日を減らして

いたが、正社員を新たに雇用したことで、他

の事業への参入などを含め、通年で仕事が確

保できる仕組みを模索しているようだ。会社

全体での業務の繁閑差が小さくなれば、さら

に正社員を増員したり、パート従業員の冬期

の出勤日を増やしたりすることも可能になる

だろう。今後の一層の取り組みに期待したい。

2017年度 農業の未来をつくる女性活躍経営体100選
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岩手県最南部の一関市にある有限会社かさい農

産は、葉菜類やゴボウなどの野菜を生産、加工・

販売も手がける農業法人。元々は養豚農場を基幹

に、野菜は地域の生産者仲間から集荷し、いわて

生協地元店舗の地場野菜コーナーに卸す流通のみ

を担っていた。2003年、葉菜類の生産に特化し

て会社を設立。従事者数は17人で、そのうち女

性は13人である。

2haの露地と11,200㎡のハウスで生産され

る野菜は小松菜、水菜、ホウレンソウなどの葉菜

類、ゴボウ、ニンジンなどの根菜類がある。生協

の販売コーナーを継続し、全県域対象の共同購入

宅配用としても採用されている。また2013年に

は一般社団法人やさいサラダ（就労継続支援A型

事業所）を開所し、業務委託の連携を広げてき

た。ごぼう茶、野菜パウダーなどの加工品にも意

欲的だ。GLOBALG.A.P.、JGAPを取得し、安全

な農産物の生産工程を見える化することで作業効

率化を図り、女性や高齢者も安心して働ける職場

づくりを進めている。

１. 経営者の理念・意識改革

養豚経営においては豚肉の輸入が自由化される

など、品質が評価されず価格が低迷する状況に限

界を感じた。他方で野菜の販売は、時にはクレー

ムという形もあったが主婦をはじめとする購入者

のレスポンスが良く、農業をする歓びが実感でき

たと代表取締役会長の葛西信昭氏は言う。資金面

で行政の支援もあり、野菜一本での法人経営に踏

み切った。

元々雇用する従業員は女性が多く、子供が小さ

く勤めづらい地域の母親たちにも就労の場を提供

してきた。葛西氏は社会環境に沿った経営を目指

し、価値観の変わり目も感じていた。長く企業経

営の中心にあった「稼ぐ、勝つ、君臨する」とい

有限会社かさい農産

代表者名 葛西　信昭 資本金 18 百万円

設立年 2003 年 12 月 18 日 売上高 74 百万円（2017 年 3 月期）

事業内容
生産（葉菜類、ゴボウ、ニンジ
ン）、消費者直売、加工・製造

経営規模 畑 3ha、生産施設 11,200㎡

従事者数 17 人（うち女性 13 人。女性内訳：役員 2 人、一般職 3 人、常勤パート 8 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
産前産後休業、育児休業、介護休業、看護休暇、短時間勤務制度等の措置、
時間外労働及び深夜業の制限、母性健康管理のための措置、育児休業代替要
員を確保

［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）、重労働等の業務改善

女性スタッフの自由な発想を活かす農産経営

岩手県一関市

※2018年3月現在
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う考え方は、これからは機能しづらい。対して、

女性が主に受け持ってきた子育てに見られる「一

緒に、与え、育て、分かち合う」考え方に、農産

会社のありようを探し求めた。安全な農作物を生

産することを通して持続可能な共生社会を実現す

ることを目標に据え、「農でつながる 農で輝く」

という理念に込め現在に至る。

２. 誰もが働きやすい職場環境づくり

各自の勤務予定や仕事内容を事務所に掲示する

「見える化」によって、従業員相互が計画的に仕

事を進められるようにしている。就業の管理には

取締役管理部長の小野寺しず子氏が当たり、要望

を申し出やすい雰囲気づくりにも一役買ってい

る。女性が働きやすい職場を目指し、出産・育児

を理由とした退職者の再雇用制度や、子育てを優

先した休暇の取得、保育園への送迎や家事・育児

へ配慮した無理のない勤務体系、短時間勤務制度

の導入などに取り組んでいる。

キャリアプランシートを元に個別面談を行い、

それぞれの能力を活かして適材適所に配置。加工

部門やインターネット販売など、きめ細かな配慮

や感性を活かせる部門に女性従業員を積極的に登

用した。生産、事務、販売、マーケティング企画

等のうち、一人が3種程度の仕事をどれでもでき

る「多能工化」で、誰が休んでも対応できる態勢

をつくっている。収穫物の積載など、力仕事が必

要な現場には男性従業員の配置も欠かさない。

スキルアップできる研修会への積極的な参加も

後押ししている。これまでにナチュラルフードコ

ーディネーター、施肥設計アドバイザー、GAP指

導員、農薬管理使用アドバイザーなどの資格を女

性従業員も取得した。従業員の一人菅原由美氏

は、料理教室や女子従業員が栽培管理する「ガー

ルズ農場」を主宰する。「ここで畑の土づくりと

カラダづくりを結びつけた食育を展開したい」と

意欲的だ。

３. 母親の視点を新商品開発に活かす

2013年、「どんな商品なら我が子に食べせた

いか、買いたくなるか」という、家庭で調理に携

わる機会が多い女性的な視点から、自社素材100

％の「ごぼう茶」を初めて企画、発売した。パッ

ケージデザインもイラストの得意な女性従業員が

受け持つ。2016年には「野菜を嫌いな子供にも

手軽に食べてもらうには」という発想で小松菜、

ホウレンソウ、ニンジンをそれぞれパウダーとし

て商品化した。パウダーを利用した料理のレシピ

集も制作し、食育に関心が高い母親にアピールす

る。商品アイテム数／販売額は2013年1品／50

万円→2016年5品／663万円に拡大した。

４. 交流とコミュニケーションを広げて

月1回のニュースレター「かさいくんち通信」を

直接購入に同梱し、インターネット上ではFacebook

やブログで、農産物や加工品について常に発信す

る。「安全安心」に関心が高い女性ならではのコ

メントが多数寄せられている。

また女性従業員の発案で始まった月1回の地域

交流イベントが定着し、地域のにぎわい創出に一

役買っている。参加人数は第1回15人から第24

回35人に拡大した。

審査委員の声
「農でつながる 農で輝く」かさい農産には、

農業を仕事にする人も食べる人も一人ひとり

の生き方を大事にして、個人の可能性を引き

出す取り組みが詰まっている。消費者のため

農産物が安全であることを示す国際認証規格

（GLOBALG.A.P.）と日本の認証規格（JGAP）

を同時取得。若者が活き活きと自分と農業の

関わりを表明する「かさいくんち通信」を発信。

現場の空気からは女性活躍の基本・信頼できる

人間の関係を誠実に守ってきたことが伝わる。

2017年度 農業の未来をつくる女性活躍経営体100選
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有限会社ドリームズファームは、山形県北西部に

位置する鶴岡市の農産・米飯加工会社である。周

辺の庄内平野は東北屈指の米どころであり、自社

所有の農地と借地の水田27haで生産するコメ

と、卸から購入するコメを無菌包装米飯に加工する。

初代社長の東海林久幸氏は、1980年から農機

具販売修理会社を経営。1991年にコメの生産と作

業受託をする現在のドリームズファームを設立し

た。米飯加工への着手は1997年で、米価下落に

対応するため加工場を新設し、翌年に稼働した。し

かしその2年後、初代は急逝する。当時の専務が

一時社長を務めた後、初代の妻、君子氏が2002

年社長に就任し現在に至る。経営をサポートし戦略

を決める要は息子の専務取締役・東海林秀宣氏。

秀宣氏の義兄が取締役農産事業部長、妻が品質管

理課長という、家族経営の農業法人である。

現在は軟白ネギも栽培し、コメとともに直売も

するが、売上の9割は無菌包装米飯が占める。

2010年工場を改修し、生産性が2,400パック/

毎時から3,600パック/毎時に高まった。食品

安全マネジメントシステムに関する国際規格であ

るISO 22000を2017年に取得。

１. 経営者の理念・意識改革

もともと稲作農業が盛んな地域であるが農家の

多くは家内制であった。慣例的に力仕事と農機の

操縦は男性、女性は手作業が多く、家事や育児と

の両立もあり負担が大きかった。同社は加工米飯

の着手にともなって女性従業員が増加。米価下落

で農業収入が減少し、勤めに出る女性が多くなっ

ていた地域において、同社は雇用の受け皿となっ

た。女性従業員が多いと社内のコミュニケーショ

ンが増え、現場の雰囲気が明るくなると同社は考

える。消費者からの問い合わせやクレームにおい

ても、対応が明るく柔らかな印象を与えられるこ

有限会社ドリームズファーム

代表者名 東海林　君子 資本金 30 百万円

設立年 1991 年 11 月 7 日 売上高 841 百万円（2016 年 12 月期）

事業内容
生産（コメ、メロン、白ネギ）、
加工・製造

経営規模
田 27ha、加工施設 500㎡ 

（米飯加工施設）

従事者数
29 人（うち女性 10 人。女性内訳：役員 1 人、管理職 1 人、一般職 6 人、
常勤パート 2 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
産前産後休業、育児休業、時間外労働及び深夜業の制限、育児休業代替
要員を確保

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

フランクな社風と家族的な雰囲気で働きやすさを

山形県鶴岡市

※2018年3月現在
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とから積極的に女性従業員を配置。加工部門でも

根気強く細やかな作業をこなし、頼りにされてい

るという。

２. 女性が働きやすい環境づくり

1999年に同社は育児・介護休業を制度化し、

秀宣氏の妻（品質管理課長）と、次いで姉が率先

して取得した。その後も女性従業員3人が6～

12カ月の育児休業を取得。取得後には、全員が

職場復帰している。

育児休業に入った従業員の代替要員には派遣会

社を積極的に活用。作業はマニュアル化され、工

程の手順と注意事項を覚えれば短時間でできるよ

うになる。派遣社員が派遣先で働き続けられる期

間は最長で3年であるが、これまで派遣をきっか

けに同社へ正社員として入社した従業員が4人を

数える。女性も2人含まれ、そのうち1人は現場

主任に登用されている。

加工部門は8:30～17:30、17:30～2:30

の交代シフトを取るが、子育て中の30～40代前

半の女性従業員は日勤。男性従業員が夜勤を多め

に担い、若い女性従業員や子育てが一段落した世

代も夜勤シフトに入り、「子育て世代」をサポート

する。これは産後の職場復帰にも一役買っている。

退職者には「いつでも戻ってきていいよ」と声

をかけると秀宣氏。そうして復職した従業員がこ

れまでに3人で、うち1人が女性である。福利厚

生（産前産後・育児休業等）を整えることで、女

性従業員の勤続年数も伸びた。

３. ON も OFF も明るく楽しい職場に

従業員に貸与されるユニフォームを2017年の

夏に一新し、これが内外に好評を得ている。ブル

ーとネイビーのカラフルなポロシャツで、すそが

長めでデザイン性が高い。事務所勤務の従業員に

女性が多いので意見を取り入れやすい。

女性従業員のみの交流会「サクラ倶楽部」は

月々積立をし、約半年に1回程度、交流食事会を

催すもの。開催には会社からも補助を出す。参加

者にはとても好評で、潤滑油のような役割を担っ

ている。

親子の従業員も2組5人が勤務する。「息子を、

娘を使ってもらえないかと相談を受ける。子に働

かせたい、勤めやすい会社と評価をいただいてい

るのかも」と秀宣氏。家族経営で誰かが強い権限

をふるうわけではないフランクな社風は、型にはま

らない社長の性格も影響している。ユニークなキ

ャラクターが内外にも知られるマスコット的存在

で、社長の笑い話が社員のガス抜きとなっている。

４. 女性のキャリア育成

現場主任等のリーダーにも女性従業員を積極的

に登用する。半年に1人のペースでフォークリフ

ト講習を受けさせ、梱包作業に当たる女性従業員

4人は全員が操縦免許を持っている。ISO 22000

を取得した際のコンサルタントが催す定期的な品

質管理の勉強会、防虫防鼠や異物管理の内部研修

会、幹部・準幹部対象のリーダー育成外部研修会

等にも参加。ISO取得の際、書類の整備やマニュ

アル作りを中心になって担った当時主任の女性社

員は、認証取得後に課長に昇進している。

審査委員の声
皆から愛される女性社長。息子の専務取締

役秀宣氏が、社長の話を翻訳して社員に伝

え、トラブル発生時には誰の何が悪かったの

かを示す。「女性は自分の生活の糧は何から

得ているのかよくわかっているので、説明す

れば話を聞いてくれます。」アットホームな

職場の雰囲気をつくる一方、家族経営でクロ

ーズしないよう情報伝達・共有がオープン

で、リスク管理が上手い点が、戻ってきたく

なる農業経営体のポイントであろう。

2017年度 農業の未来をつくる女性活躍経営体100選
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那珂川水系の汽水湖で、ラムサール条約湿地に

登録される涸沼にほど近い有限会社アクト農場

は、小松菜や水菜、パクチーなどの施設野菜を生

産する農業法人である。創業は1977年、茨城県

立農業大学校出身の代表・関治男氏と妻の美恵子

氏、代表の父の3人で約50aの土地で肉用牛を

生産していたが、時代の流れを見据えて1997年

からホウレンソウなどの葉物生産に転換し、

2002年に法人化した。生協や外食向けの卸会

社、宅配事業者向けに販売し、顧客の要望に応え

る生産で成長を遂げている。現在は約35haまで

圃場が拡大し、360棟のハウスを保有する。一昨

年にパイプハウス24棟を増設したことで売上が

大幅に増加し、2016年度の経常利益は前年度に

比べて4倍以上も伸びた。その土台を支えている

のが、65歳以上の女性ベテランパートたち。会

社の従業員43名のうち半数以上の30名が女性

で、65歳以上のパートは25名と、シニアの女性

たちが大活躍している。

１. 経営者の理念・意識改革

“農業の婆ちゃん、爺ちゃん達が健康で畑仕事

が出来るように、若者が夢を持って仕事に就ける

ように”と自社のWEBサイトに掲げている通

り、同社の法人化の目的は、①農業の世代交代に

伴う土地余りを吸収し、離農する高齢者の職場を

確保すること、②若い人材が高齢者をサポートし

て地域に根付き、活躍の場を作ることである。収

穫作業は40代～80代までの女性パートが担当

し、そのほとんどが65歳以上だ。最年長の85

歳の女性は肉牛から葉物に切り替えた当時からの

20年来のメンバーで、60代後半に農場でパート

として入った。この年代は外で収入を得ることが

難しいが、同社では家庭をきりもりする役割が嫁

へと変わる60代、70代の女性こそが安定して出

有限会社アクト農場

代表者名 関　治男 資本金 21 百万円

設立年 2002 年 9 月 9 日 売上高 421 百万円（2016 年 12 月期）

事業内容
生産

（小松菜、水菜、パクチー）
経営規模 畑 35ha、樹園地 1.6ha

従事者数
45 人（うち女性 31 人。女性内訳：役員 1 人、一般職 4 人、常勤パート
26 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
時間外労働及び深夜業の制限

［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）、重労働等の業務改善

20代から80代までの女性が活き活きと働ける職場を目指す

茨城県東茨城郡
茨城町

※2018年3月現在
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勤できる重要な働き手と考えている。「パートさ

んたちも農場の仕事が続けられることは毎日の生

きる張り合いになっているようで、全員若々しく

元気です」と美恵子氏は話す。

95歳まで現役でともに働いた義父の姿を見

て、年を重ねても毎日仕事ができるのは生きがい

になることを実感しているという。長年勤めても

らえることで安定した人材確保ができ、現在深刻

な問題となっている高齢者の医療費削減にもつな

がっている。

さらには若い農業人の育成にも力を入れ、2018

年には、大卒、高卒3名の新入社員を迎える。

２. 女性活躍推進の取り組み

女性正社員は新卒入社の2名を含めた4名が所

属する。男女という固定観念にとらわれず、その

人の個性にあう適材適所の仕事を任せている。抜

群の行動力の持ち主という一番若手の女性社員は

トラクターなどの大型機械を乗りこなし、土づく

りにも携わる。ITに強い女性社員は、ホームペー

ジの担当をまかせたことでページ更新が頻繁にで

きるようになり、これをきっかけに定期的な取引

につながった。農産物の大規模展示商談会「アグ

リフードEXPO」などのイベントには、トレンド

に敏感な女性社員が中心となって企画し、2017

年度の出店ではパクチーアイスやパクチー入りの

卵焼きといった若い女性を意識したメニュー提案

が受け、月200万円以上の売上となる新規の取

引を得ることができた。創業から代表とともに二

人三脚で歩んできた美恵子氏はJAでの勤務経験

を活かして経理を担当。月次決算の数値を見なが

ら経営に参画し、会社の成長に大きく貢献した。

このようにそれぞれの得意分野が活かされ、ひと

りひとりの女性が輝ける職場を目指している。

農業経営に関する研修会やセミナーの参加費を

会社が負担するなど、社員のキャリア形成にも積

極的に取り組んでいる。入社4年目の女性社員は

JGAP指導員の資格を取得し、彼女が中心となって

農場のJGAP認証取得に向けて準備を行っている。

３. 女性が働きやすい環境の整備

収穫を担うパートの多くが近隣の農家から来て

おり、一年を通じて地域や親族の行事で忙しい。

このため出勤日や休日の取り決めを行わず、前も

って休みたい日を申告する自由出勤制にしてい

る。無理のない出勤体制で長期勤務のパートが増

え、20年継続で働く85歳のパートは若いパート

たちの将来の目標となっている。長期勤務のパー

トが多いことで優秀な技術を持つ労働力が確保で

き、一昨年にパイプハウスを増設した時も人員を

増やすことなく経常利益が増加した。総勢30名

の女性たちのまとめ役は、大企業出身の50代男

性社員。巨大組織で働いた経験を活かし、トラブ

ルを最小限に抑えて仕事ができる組織マネージメ

ントに取り組み、女性スタッフからも厚く信頼さ

れているという。

ほかにも作業前のラジオ体操のほか、高齢者が

座って仕事ができる作業場の整備や、圃場ごとの

トイレの設置など、女性が気持ちよく働ける配慮

もなされている。

審査委員の声
パートタイマーは自由に出勤する曜日や時

間を決められるように柔軟な勤務態勢を整え

ている。家事や介護などを担う女性のワーク

ライフバランスを考慮してのことだという。

これがパートの定着率向上につながり、同社

の生産規模拡大を支えてきた。近年では、生

産部門に配属された女性の正社員が男性社員

に負けず劣らず活躍している。女性社員には

本人の希望次第で、販促やJGAPの指導員と

しての業務を任せるなど、幅広い業務に携わ

ることができるような支援を積極的に行って

いる。

2017年度 農業の未来をつくる女性活躍経営体100選
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グリンリーフ株式会社は、群馬県昭和村の赤城

山山麓を中心に有機野菜栽培を行う農業法人であ

る。

同社は、6.6haの畑でコンニャクイモ、ダイコ

ン、ハクサイなどの野菜を生産するほか、コンニ

ャク製品、漬物、冷凍野菜等の加工品製造を行う

など、6次産業化にも積極的に取り組んでいる。ま

た、多数の大手企業への流通・販売、ネット販売

のほか、しらたきの海外輸出も始めるなど年々販

売網を広げており、2017年2月期の売上は8億6

千万円まで伸長している。また、独自に独立支援

プログラムを策定して新規就農希望者の支援を行

うなど、国内農業振興にも多大な貢献をしている。

１. 経営者の理念・意識改革

同社社員の6割が女性である。「食品関係の仕

事はきめ細やかな作業が多いため、意識している

わけではないが女性を多く採用してきた」と代表

の澤浦彰治氏は話す。季節だけ雇用されていたパ

ート社員の中でも、現場で責任感やリーダーシッ

プを持つ意識の高い女性に対しては社員になるよ

うに勧めており、課長や工場長代理、取締役など

管理職になっている人も少なくない。その結果、

女性を意識的に役職へ登用したわけではないが、

役員の半数は女性という状況である。

これまで、事業拡大などに伴い地域で人材を募

集してもなかなか応募がなく、労働力の確保が深

刻な課題であった。また、出産後にできるだけ早

く職場復帰してもらいたいという思いから、澤浦

氏は兼ねてから構想を練っていた事業内託児所の

建設に着手、2016年8月にオープンした。農業

グリンリーフ株式会社

代表者名 澤浦　彰治 資本金 96 百万円

設立年 1994 年 3 月 10 日 売上高 855 百万円（2017 年 2 月期）

事業内容
生産（コンニャクイモ、ダ
イコン、ハクサイ）、加工・
製造

経営規模 畑 6.6ha

従事者数
100人（うち女性62人。女性内訳：役員4人、管理職3人、一般職19人、
常勤パート 36 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
産前産後休業、育児休業、短時間勤務制度等の措置、時間外労働及び
深夜業の制限

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

事業所内に託児所を開設し雇用につなげる

群馬県利根郡
昭和村

※2018年3月現在
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法人では、はじめての試みだと言える。

託児所開設により採用についての問い合わせが

増え、未就学児を持つ女性の雇用増につながって

いる。また、国からの補助金が出ていることもあ

り、利用する社員は無料で子供たちを預けること

ができるため、「一緒に出勤でき、職場のすぐ近

くに子供がいるのが安心」「子供の様子を見なが

ら昼食を食べることができてうれしい」など、利

用者からも好評だ。

「仕事の効率を上げるためには、効率のよい機

械を入れたほうが生産性も高まり働く人も楽にな

るが、託児所は効率性ではないと考えている。保

護者である社員が子供を預けたいと思える空間を

作った」と話す澤浦氏の思いは、社員に届いてい

るようだ。

２. 出産・子育てに関わる取り組み

就業規則にて、産前産後休業、育児休業、短時

間勤務制度は整備されている。

また、託児所の開設により保育園入園の待機を

する必要がなくなり、社員は希望する時期に仕事

へ復帰できるようになった。さらに、託児所は0

歳児から常時預かっているほか、土日や祝日、振

替休日や夏休み等の長期休校日には他の園に通っ

ている園児や小学生も預かるなど、子育て中の社

員を応援する取り組みを行っている。

３.  女性社員のスキルアップにつながる 
勉強会

同社では多くの加工品を製造しており、女性の

豊かなアイディアが商品化されることも多い。そ

の中でも「糖しぼり大根」は、企画・開発から製

造、袋詰め、営業、消費者交流までの全工程を女

性が中心として担う。特別栽培の大根を使用し、

添加物・保存料を一切使用していないこの商品

は、現在では単品で売上1億5千万円を超える同

社の看板商品になっている。

また、女性パート社員を含めた仕事のスキルア

ップにも力を入れている。全社員に会社経営など

について考えてもらうため、他社の様々な事例や

働き方だけでなく、ときには脳科学、心理学など

についても取り上げられている『理念と経営』と

いう月刊誌を配布。毎月1回、その中から1つのテ

ーマを選び、昼食時に小グループに分かれて意見

交換をする勉強会を開き、参加者全員に対し当日

の内容についての設問票を記入し、提出させてい

る。この勉強会は所属部署のメンバーで行うので

はなく、他部門の人たちと話し合うため、社内で

部署間の壁がなくなってきたという。自分が働い

ている現場以外をなかなか見る機会がない女性社

員たちをはじめ、10年間続けてきたことで考える

力やスキルが向上するという効果が出てきている。

社員同士のコミュニケーションにも力を入れて

いる。毎朝、澤浦氏は全社員に向けてメールでメ

ッセージを発信するほか、社員同士で食事会をす

る際は1回3千円の食事手当を補助する。さら

に、毎年、社員が投票し合う「MVP最優秀社員

賞」も実施するなど、社員のモチベーションが上

がる仕組みを作っている。

審査委員の声
リーダーシップを持ち、仕事に貪欲に打ち

込むスタッフは性別に関係なく、役員や幹部

に登用している。役員の半数は女性。パート

から正社員へ、さらに役員へと昇進した女性

役員は同社の要としての存在だ。2016年に

は、企業内託児所を設置し、現在活躍してい

る女性社員の育児をサポートしている。託児

所開設以来、パートの問い合わせも増え、人

材確保の一翼を担っている。農業法人として

は画期的な取り組みである。

2017年度 農業の未来をつくる女性活躍経営体100選
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有限会社さかもと園芸は、埼玉県出身の坂本正

次氏が大学で園芸学を学んだ後、花き栽培に適し

た標高550ｍの準高冷地である群馬県勢多郡黒

保根村（現在の桐生市黒保根町）へ夫婦で移住

し、1975年に花き栽培と育種を開始した。企業

的な農業経営を目指し、年間を通した完全雇用実

現のため、アジサイとシクラメンの栽培に特化し

た長期栽培体系を確立し、1989年に法人を設立

した。

正次氏はアジサイとシクラメンの品種改良に力

を注いで多くの新品種を生み出した。なかでも日

本らしい桜色のアジサイである「ミセスクミコ」

は、アジサイの国内登録第１号品種となった。ま

た、花のオリンピックと称され、オランダで10

年に１度開かれる世界最大の国際園芸博覧会「フ

ロリアード」において、1992年と2002年にグ

ランプリ（金賞）を受賞するなど、正次氏が育成

した品種は国際的にも評価が高く、アジサイブー

ムを巻き起こした国内屈指の育種家と評されてい

る。

１. 経営者の理念・意識改革

2007年に正次氏が大病を患ったこともあり、

2008年に実娘の佳子氏夫妻が就農。技術をはじ

め経営手法を徐々に受け継ぎ、2017年10月に

佳子氏が経営移譲を受けて代表に就任した。現在

は、佳子氏の夫であるラオス出身のティアムチャ

イ氏が栽培を、佳子氏が取引先との交渉や出荷準

備を担っている。

ティアムチャイ氏も積極的な品種育成に取り組

み、シクラメンの美しさを競う2013年の全国花

卉品評会鉢物部門において、「ウインク」が最高

有限会社さかもと園芸

代表者名 坂本　佳子 資本金 10 百万円

設立年 1989 年 8 月 1 日 売上高 66 百万円（2016 年 7 月期）

事業内容
生産（アジサイ、シクラメン）、
育種

経営規模 生産施設 8,300㎡

従事者数 12 人（うち女性 9 人。女性内訳：役員 2 人、常勤パート 7 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
短時間勤務制度等の措置、家族経営協定締結

［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）、重労働等の業務改善

娘夫婦による円滑な事業継承で山間地域での女性雇用を創出

群馬県桐生市
黒保根町

※2018年3月現在
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賞の農林水産大臣賞を受賞。また、2014年には

咲いているうちに色と形を変えるアジサイの新品

種「KEIKO」の育成に成功し、新品種コンテスト

のジャパンフラワーセレクションで最優秀賞を受

賞するなど、先代の高い技術をしっかりと継承し

ている。

また、母の日に向けたアジサイをはじめ、市場

からの先行注文が多くの割合を占めており、納期

に合わせて顧客の求める花をベストな状態で出荷

するために、アメリカの大学院でコンピューターエ

ンジニアリングを専攻したティアムチャイ氏が、業

務管理や出荷時期をコンピューターで管理をして

いる。ハウス内にはモニターを設置し、インターネ

ット上でいつでも栽培状況が見られるようにし

て、時代の流れに沿った取り組みも行っている。

２. 女性活躍経営体に至る背景

先代夫婦が移住当時から地域住民と良好な関係

を築き、1974年から近隣の主婦層をパートとし

て雇うことができている。山間地域では働く場所

が少なく、市街地へ通勤するにも車で30分以上

必要という状況から、労働時間が限られる子育て

期間中の主婦層に就業の場を提供した同社は、行

政等から高い評価を受けている。鉢物生産は手先

の器用さと繊細さが求められるため、女性を雇用

することが有効である。

３. 女性が働きやすい職場環境づくり

先代の時から育児・介護を抱える従業員が多か

ったため、就業規則で産前産後休業や育児休業、

介護休業について定めている他、子育て中の従業

員のために早出・遅出の時間帯を設けて勤務時間

に融通性を持たせるなど、働きやすい職場環境が

整備されている。短時間勤務制度は主に子育て中

の女性たちが利用する他、親の病院通いに付き添

いが必要な従業員が昼食時間を挟んで数時間抜け

ることもできるなど、従業員の都合に合わせた勤

務を可能にしている。また、2児の母であり育児

にも奮闘している佳子氏自身が、“夫婦共にきち

んと休みを取りたい”という意向から、日曜祭日

を原則休日とし、従業員が家族と過ごせるような

体制への配慮をしている。

従業員は採用後、作業全般ができるように技術

を学ばせているが、シクラメンの場合は葉の向き

を整えて花を中央に寄せるような細かい作業もあ

るため、佳子氏が各自の能力や性格、個性を活か

した業務分担を考えてローテーションを組み、作

業効率の向上にも努めている。また、繁忙期はシ

ルバー人材センターを利用するなど働きやすい環

境づくりに努めてきたため、ほとんどの従業員が

10年以上勤めるなど定着率が高い。その結果、

長年勤務している方の娘も加わるなど、次世代の

従業員も育っている。

その他、ティアムチャイ氏が「極力作業を楽に

行う」という方針のため、労働環境の改善に取り

組み、従来は手で運んでいた苗や鉢の運搬を台車

へ変更したり、暑さ対策のためにパラソルの下で

作業が行えるようにするなど、業務改善に向けた

配慮も従業員から好評を得ており、女性従業員を

中心とした安定雇用に繋がっている。

審査委員の声
アジサイとシクラメンに特化し、オリジナ

ル品種を多く持つアジサイは輸出もおこなっ

ている。両親が築いてきた技術を受け継ぎつ

つ、2017年に経営者となった娘さん夫婦は

新しい時代に即した生産管理、労務管理にも

乗り出している。先代の頃からの熟練のパー

トに加え、若い世代のパートが加わるなど幅

広い年齢のスタッフを抱えていることは、今

後の事業発展の大きな支えになるだろう。
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株式会社関東地区昔がえりの会は、埼玉県児玉

郡上里町にある。1999年に周辺地域の専業農家

30名が集まり、「安全安心」「おいしい」「高栄養

価」「低コスト」の野菜の生産を行い、地域の農

業を次世代へ支えようと発足。後継者不足の農業

の打開策として、一般農家から畑を借入れ、会社

が農業生産を担う仕組みを作り上げている。

現在は、主に全国にチェーン店を展開する大手

外食企業などと販売契約を結び、青ネギ、キャベ

ツ、白菜、レタスなどのほか、小松菜などの葉物

を供給しており、2017年6月期の売上高は4億

7,012万円となっている。

１. 経営者の理念・意識改革

同社では、会員農家の後継者の確保が4分の1

程度となったことから、「このままでは今後、さ

らに後継者不足が進んでしまう」という危機感を

もつようになった。2012年4月から非農家の出

身であっても、“就農に夢をもっている人”であ

れば男女問わず、積極的な採用を心がけたという。

そして地元・埼玉の農業大学校の新卒者の採用

が増えたこともあり、現在、生産現場で働く正社

員14人全員が20代と、若返りを図ることがで

きた。

さらにここ最近では、会に農地を貸し出す農家

が年々増えていることで、毎年約6haほどの規模

拡大がなされているという。

こうした規模拡大に対応した管理体制にするた

め、“農業ICT”を導入。肥料代をはじめとする経

費、人件費、農機の維持費、地代などの原価の把

握や、圃場の労務管理にも活用している。

「農家はどうしても、農作物の生産にだけ集中

しがち。ですが今後も農業を続けていくために

は、“ビジネスとして成立させること”が重要な

んです」と社長の小暮郁夫氏は話す。

株式会社関東地区昔がえりの会
代表者名 小暮　郁夫 資本金 70 百万円

設立年 1999 年 7 月 15 日 売上高 470 百万円（2017 年 6 月期）

事業内容
生産（青ネギ、キャベツ、
ハクサイ、レタス等の野菜）、
作業受託

経営規模

畑 40.6ha、作業受託（青ネギ
→部分受託 20ha）、生産施設
30,000㎡、カット野菜加工施設
1,268㎡（外食企業に賃貸）、そ
の他（集出荷冷蔵施設 880㎡、
調整施設 345㎡）

従事者数
30 人（うち女性 12 人。女性内訳：管理職 1 人、一般職 1 人、常勤パート
10 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）、重労働等の業務改善

地域農業の活性化と新規就農を支援

埼玉県児玉郡 
上里町

※2018年3月現在
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２. 女性活躍の背景

女性の“やる気と能力”を大切に、管理職に抜

擢することには余念がない。女性たちが業務の効

率化を細やかに行うことで、経常利益に直接反映

されているのだという。

たとえば、1年目に生産現場に配属されて学んだ

女性社員を、2年目にIT化の責任者に抜擢。4年目

は、葉物栽培の農場長に登用した。また同期の女

性社員は、青ネギの生産担当副部長として栽培計

画の作成や作業指示、業務管理など重責を担って

いる。

同社では、敷地内にある野菜加工場を外食産業の

企業に貸し出し、野菜の契約出荷をしている。農家

から持ち込まれた青ネギを出荷規格に合わせて調整

する作業は、女性パート社員9名が中心に行う。こ

こでは記録管理を重視することで、効果アップを図

っている。

さらにこうした女性の活躍は男性社員の就労意

識向上など、職場全体の活気につながっている。

３. 女性が働きやすい環境の整備

勤務体系は週休2日制を実施。365日操業の

部分があるので、生産担当の社員は月間内で休日

を自由に選択できる制度を導入している。

また女性が働きやすい職場を目指し、2017年

2月に冷暖房完備の女性専用更衣室兼休憩室を整

備した。女性たちが休憩時間に使っているこの部

屋は、インドネシアからの女性実習生5名のため

の“お祈りの時間”にも使われているという。

これまで該当者がいなかったため、育児休業・

介護休業規程についてはまだ定めていない。ただ

し今後、夫の転勤で退職する女性が現れたときに

は、10年後、20年後になってもいつでも戻って

きて働けるように、常に門戸を開けておきたいの

だという。子育てをしながら、仕事のスキルやノ

ウハウを身に付けることが可能な職場にしていく

予定である。

４. 研修制度の充実

2012年4月から土壌微生物が専門分野の女性

の農学博士を顧問に迎え、土壌分析数値の読み方

や施肥設計の基本など、土壌管理技術を学ぶ機会

を作っている。

そのほか、2017年４月から全13回の予定

で、中小企業診断士から農業経営の基礎を学ぶ講

座が始まった。毎回2時間前後の講座で、女性社

員も含めて希望者4～5人が参加している。

2017年からの新規作物の導入に向けては、 

女性社員を責任者とした。茨城県等の農業法人に

て住み込みで研修をし、栽培技術を習得した。国

内だけでなく、イタリアやフランスなど海外の農

業現場の視察研修にも参加することができる。

これらの手厚いサポート体制があるのは、「新

規就農したい社員が今後、独立して成功するため

には、在籍中に生産や経営などを学ぶ研修システ

ムを会社が核となって構築することが重要」と考

える社長の小暮氏の思いからだ。

地域農家とのつながりの深さだけでなく、“自

分で学び、スキルアップしたいという意思がある

人”へのサポート体制が整えられていることが、

ここで働く強みとなっている。

審査委員の声
周辺の離 農 者から農 地を託され、毎年

6haというペースで規模拡大をしている。自

社での規模拡大のみならず、農業に意欲的で

独立就農したいという若者を男女関係なく、

社員として採用し、独立まで支援している。

生産部門では女性は2名のみで、男性に比べ

数が少ない。そこで、農学博士でもある女性

コンサルタントと顧問契約を交わし、女性社

員にとってよき相談者となっている。他には

ない取り組みが印象に残った。
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埼玉県南東部に位置する八潮市は、日本有数の

小松菜の名産地。ここに本社を置く株式会社しゅ

ん・あぐりは、小松菜やキャベツ、トマトなどを

メインに生産・販売する農業法人である。代表の

臼倉正浩氏は、地元農家の長男として生まれ、大

学卒業後に両親のもとで就農。約10年間従事し

た後に独立し、別の農地で2006年に農業法人を

立ち上げた。

現在の主な取引先には関東近郊にチェーンを持

つ地場スーパーがあり、売場の一角で農家直送コ

ーナー（委託販売）を行っている。売場の彩りと

して欠かせないトマトは、以前は社外の生産者か

ら仕入れていたが、納品数や品質の安定化を図る

ために2016年より自社生産を始めた。これがヒ

ットとなり、初年度のトマトの売上は800万円を

超え、2017年度4月期の売上高も前年の約

700万円増の5,188万円に上昇。トマトの生産

は、農学部出身で農機メーカーから2016年に転

職した20代の女性社員に全面的に任されてお

り、農作業は初心者だったというものの入社1年

目から快進撃を続けている。

１. 経営者の理念・意識改革

トマト担当の加藤さおり氏は2016年4月に入

社。大学在学中はトマトの研究を行い、就職した

農機メーカーでは農場勤務を希望したが違う部署

に配属となり、そこで5年勤めた後、同社に転職

したという経緯がある。それまでは社員といえば

男性のみで、彼女の入社後に女性が働きやすい環

境を徐々に整えていった。そのひとつが働き方の

改善。それまでは、男性従業員は休みがあって

も、農場が気になって休日出勤をしてしまう傾向

があったという。しかし、それでは女性従業員が

休みをとりにくい。そこで就業規則の見直しとホ

ワイドボードで勤務時間を管理するように変えた。

株式会社しゅん・あぐり

代表者名 臼倉　正浩 資本金 10 百万円

設立年 2006 年 5 月 2 日 売上高 52 百万円（2017 年 4 月期）

事業内容
生産（小松菜、トマト、キャ
ベツ）

経営規模 畑 7ha、生産施設 8,000㎡

従事者数 28 人（うち女性 11 人。女性内訳：一般職 1 人、常勤パート 10 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・野外トイレ）

新人女性社員によるトマト生産が快進撃。男性中心の職場に大改革を起こす！

埼玉県八潮市

※2018年3月現在
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臼倉氏が両親から独立して農業法人を立ち上げ

た時、これまでの農家の働き方を改善したいとい

う思いがあったという。「僕らの父親世代の農家

の“休むのは悪”という考えは古い。従業員がき

ちんと休める環境でなければ農業法人としての成

長はない、と以前から考えていたので、いいきっ

かけでした」と、臼倉氏。育児介護休業規程など

を盛り込んだ就業規則の見直しは2018年1月に

完成した。ほかにも女性専用のトイレの設置や、

年に1度の大掃除など、作業場の環境が大きく変

わった。

２. 女性が活躍できる環境づくり

加藤氏が担当するトマト栽培施設は、生産者が

ひとりで管理できる平均的な広さの15ａの5連

棟ハウス。夏季栽培用の無加温ハウスと冬季栽培

用の暖房設備が整ったビニールハウスの２つを

導入することで農閑期を減らして売上を確保し、

通年雇用を可能にした。こうした配慮もあってト

マトの生産量が昨年よりも増え、売上に貢献して

いる。

加藤氏以外にも大活躍する女性スタッフがい

る。売場のディスプレイから納品交渉まで、販売

面を一手に担当する配送兼営業担当の松橋かおる

氏だ。10年以上勤務するベテランで、子育てが

一段落したのを機にパート従業員から準社員に昇

格している。「取引先をまわっていろいろな情報

をキャッチできるので、商品価格の設定は彼女を

中心に行っています。時には売場で直接お客さん

から話を聞いて、商品の評価をフィードバックし

てくれることも」と臼倉氏。トマト売り場は、加

藤氏の顔写真入りポップ付きで、味の良さだけで

なく女性が生産していることもアピール。お客様

からの味の評判が良く、品質の高さで取引先から

も信頼度が高い。一部のスーパーでは、当社の直

売コーナー以外にも常設スペースが設置されるよ

うになり、野菜売り場の定番商品として加藤氏の

トマトが販売されている。

３. 女性が働きやすい環境の整備

生産部門では10名の女性パート従業員が勤務。

女性専用トイレにはウォシュレット付きを採用し

たほか、作業場のリフォームを行った。作業効率

向上だけでなく、男性スタッフが職場をもっとき

れいにしようという意識改革にもつながっている

という。また、以前は決まった休憩時間を設けて

いなかったが、加藤氏と松橋氏の2人の女性の意

見により、休憩時間を設定した。そんな女性の働

きやすさを考慮した取り組みから女性パート従業

員の定着率が上がり、女性パートたちの紹介で入

社したパート従業員もいる。職場の環境も、男性

スタッフが多かった時代に比べると会話が増え、

和気あいあいとした明るい雰囲気に変わった。

「社長にはなんでも相談できる」と話す加藤

氏。これまでもトマト栽培の新技術や設備の投入

時には、積極的な意見交換を行ってきた。臼倉氏

も彼女がリーダーとして会社を引っ張る存在にな

ることを期待しており、将来有望な若き女性農業

者の活躍を応援している。

審査委員の声
大消費地が目の前にある埼玉県八潮市。新

規事業のトマト部門を任された新人加藤さん

が、配送兼営業担当の松橋さんのサポートも

あって利益を上げ、これまで男性社会で休み

にくく働きにくかった職場を変えていく、変

革のテンポのよさ。社員がインターネットで

経営状況を共有し、就業規則は柔軟に変えよ

うという素地のあるところに、コミュニケー

ション能力の高い専門知識のある女性が入る

ことで、制度整備はすすむという好事例。
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株式会社アグリスリーは、千葉県山武郡横芝光

町にある農業法人。前身は同町で代々農家を営む

實川農園。代表取締役の實川勝之氏は先代の次男

で、パティシエの仕事に就いていたが、21歳で

同農園を継承した。

継承後、實川氏は事業を多角化。梨やカボチ

ャ、コメ、ミニトマトなどの農作物を生産するほ

か、農産物の加工販売、農作業の作業受託、就農

希望者の就農支援等を行っている。事業拡大に伴

う雇用制度整備もあり、2011年に株式会社化し

た。社名には「地域の農業文化を守る」「自然と

人を農業で繋ぐ」「農業を憧れの職業にする」と

いう意味が込められている。

2017年度には、實川氏のパティシエ経験を活

かして、農産物の加工場と農園カフェを新設した。

農産物と加工品は、梨のドライフルーツやジャ

ム、フレーバーマスタード、ピューレなど多種類

あり、農園カフェでの直販の他、ネットショップ

でも購入できる。

経営規模は、田23ha、畑８ha、樹園地1.6ha、

生産施設2,000㎡、加工場180㎡、直売所（飲

食店）83㎡。

人員構成は、役員が代表取締役の實川氏。正社

員は管理職2名（女性1名）、一般職6名（女性1

名）、常勤パート3名（すべて女性）。

１. 経営者の理念・意識改革

同社では、経営の多様化と、そこで働くスタッフ

の多様性を尊重している。これは、實川氏が異業種

交流を通し、多様性を持つことが自社経営に活かせ

る部分が多くあると感じたことからによる。

生産や加工、営業広報など多岐にわたる業務の

中で、女性スタッフに適した業務が多いことを発

見。そこで、個人面談や人事評価制度を導入し

た。採用段階で仕事内容の希望を明確にし、入社

後も、個別面談や人事評価をもとに、各人に適した

業務へと配属している。人材の適材適所への配置

株式会社アグリスリー
若い世代が憧れる農業のかたちを希求！ 多様性を尊重した経営

代表者名 實川　勝之 資本金 18 百万円

設立年 2011 年 7 月 27 日 売上高 59 百万円（2016 年 12 月期）

事業内容
生産（コメ、梨、カボチャ）、
消費者直売、加工・製造、
観光・交流、飲食、作業受託

経営規模

田 23ha、畑 8ha、樹園地 1.6ha、作
業受託（水稲→一貫受託 10ha）、生
産施設 2,000㎡、加工施設 180㎡
（ソース、菓子など）、直売所 83㎡

（約 35 種類）

従事者数 11 人（うち女性 5 人。女性内訳：管理職 1 人、一般職 1 人、常勤パート 3 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
介護休業、母性健康管理のための措置、育児休業代替要員を確保

［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）、重労働等の業務改善

千葉県山武郡
横芝光町

※2018年3月現在
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により、生産性のさらなる向上や、新たなアイディ

アによる事業発展が期待できると考えている。

２. 女性が働きやすい環境の整備

同社は、正社員の平均年齢が28歳（男女計）

と若く、若者が就職先に選びやすい環境にある。

さらに女性が働きやすい職場づくりや雇用を確保

するため、環境整備を進めている。

事務所は清潔感を重視して建設し、遠方からの

就職支援のため、社員寮も整備した。

作業場では、清掃を徹底し、清潔な環境として

いる。設備的には、休憩室や屋内・屋外トイレ、

シャワー室などを完備。作業台の高さ調整、軽ト

ラックは女性でも操作がしやすいオートマチック

車の導入など、さまざまな方策を講じている。

このような取り組みから、設立当初は人材確保

に苦労していたが、現在は多い年で年間100名

以上の求人問い合わせがあり、北海道や山形の女

性を採用した実績もある。

また、地域の子育て世代の女性を積極的に雇用

するため、カフェと加工場では時短勤務やフレッ

クス制度等を導入し、柔軟なシフト管理に対応。

将来的には社員登用も視野に入れている。

３. 女性のスキルアップ

生産部の観光事業、直売事業、加工部のカフェ、

加工場、営業部でのSNS等を使った広報やホー

ムページなどは、女性スタッフを中心に運営して

いる。実務の中心的な役割を果たすのは、實川氏

の妻である實川真由美氏。3人の子を持つ女性目

線から商品開発等に携わり、率先して食育・ベジ

フルアドバイザー等の資格を取得するなど、女性

のスキルアップの模範的な役割を果たしている。

中でも水稲栽培では、新品種「恋の予感」の作

付けをきっかけに、品種名を活かしたPRを検討し

た結果、女性社員からの発案で独自に「農業女子

プロジェクト」を立ち上げることに。女性スタッフ

を中心に「米ぬかのバスボール」といった商品開発

や販路開拓等を行い、ブランディングに活用した。

2017年からスタートした加工場や農園カフェ

は、計画段階から女性活躍の場と位置付けられ

た。商品やメニューは、いわゆる「インスタ映

え」等、女性目線での開発やパッケージデザイン

を重視し、商品評価が高まった。パッケージ刷新

後は取引先が18件増加し、売上も１割増加し

た。また、商品数が大幅に増えたことで、マルシ

ェや展示会などへ出展しやすくなった。

４. カフェを女性たちが情報発信する基地へ

今後は、カフェを地域の魅力や情報発信基地と

して活用していきたいとのこと。ハイキングの立

ち寄りスポットに活用したり、地元特産品のメニ

ューを開発するラボ（研究室）にするなど、構想

が広がっている。

今までの実績としては、地元宿泊施設との共催

で、農園内での収穫体験を行ったり、ヨガ教室等

のイベントを開催し、農家の女性として「食育」

や「健康」の情報を伝えている。

また、同町で生まれ、日本で初めてソーセージ

を作った大木市蔵氏のレシピを横芝光町商工会青

年部として再現して町のイベントで提供するな

ど、地域連携も積極的に推進している。

審査委員の声
代表實川勝之氏は家族・従業員のための環

境整備などに早くから取り組んできた。地域の

良さを活かした多様性のある経営展開をして

いて、子供たちが自然の中で継ぎたいと思って

もらえる農業をし、継ぎたいと思える選択肢を

広げたいとのこと。妻真由美さんは子供3人

も成長したため、本腰を入れて社内女子プロ

ジェクトを立ち上げ取り組んでいる。女性が

活躍できる要素が多く、若い経営者夫妻・若

いスタッフの今後の活躍が楽しみだ。
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株式会社高梨農園は、鎌倉時代から続く家柄

で、代々農業を営んでいる。三浦市内のほか横須

賀市内にも畑を所有し、ダイコン、キャベツ、ス

イカを中心に約40種類の野菜や果物を栽培。

2005年に株式会社高梨農園として法人化した。

タクアン、切り干しダイコンなどは以前から作

っていたが、2013年に新たに加工部門を立ち上

げ、地元の野菜や果物を使ったジャムやピクル

ス、漬物の生産、販売に力を入れている。

三崎に「うらり産直センター店」、三浦海岸駅

近くに加工品の直売所「三浦ストア」を経営し

て、2016年5月期の売上高は7,587万円と、

順調である。

１. 経営者の理念・意識改革

「うちの加工品のコンセプトは、“地元三浦の手

土産”です。農家が手作りした保存食を、地元の

方が手土産としてお持ちいただけるようにという

イメージで、開発しました」と、取締役の高梨尚

子氏は話す。

ピクルスに使っている野菜は、ニンジン、ダイ

コン、カリフラワー、ブロッコリーなど。旬の採

れたて野菜を組み合わせている。彩鮮やかで種類

も豊富なことから、地元での人気も根強い。

加工品の種類が増えるにつれて、直売所での販

売やデパートの贈答用など、用途も販路も好調で

ある。こうした売上の増加にともない、雇用も拡

大中。女性のパート従業員も年々、増員している。

直売所では、販売経験が豊富でお客さんとの会

話が得意な女性パート従業員と、まだ経験の浅い

若い販売員とを組み合わせて配置するなど、売上

アップの工夫を常に行っているという。

２. 女性活躍経営体に至る背景

尚子氏は高梨家の次女で、結婚と同時に家に入

株式会社高梨農園

代表者名 高梨　利道 資本金 10 百万円

設立年 2005 年 5 月 9 日 売上高 76 百万円（2016 年 5 月期）

事業内容
生産（ダイコン、キャベツ、
スイカ）、消費者直売、加工・
製造、観光・交流

経営規模
畑 3.6ha、樹 園 地 0.5ha、加
工施設 99㎡（タクアン、ジャ
ム等）、直売所 83㎡（75 種類）

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

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
産前産後休業、育児休業、介護休業

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
重労働等の業務改善

女性たちがつくる地元野菜の素材を活かした加工品が評判

神奈川県三浦市

※2018年3月現在
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り、夫婦で農業を継いだ。

継いだ当初は野菜や果物の生産・販売が主だっ

たが、夫婦で三浦大根を使ったドレッシングを企

画して委託製造しており、ニンジン、タマネギを

追加し、ギフト用として充実させてきた。

そこへ妹で四女の道代さんが、2011年に入

社。道代さんは、これまで廃棄していた“規格外

の農産物”を利用しての加工品製造を提案した。

その第一弾として、ジャムの製造を一から学んで

販売したところ、好評を得たという。

「加工品の製造販売は、女性に向く業務が多

く、女性の能力を発揮できる場だ」と確信した二

人は、2013年に高梨農園に新たに加工品部門を

立ち上げた。

現在、無添加ジャムの加工をうらり産直センタ

ー店に、三浦ピクルスや漬物類の加工場を会社近

くに設け、女性パート従業員が加工にあたっている。

3. 出産・子育て中の女性が働きやすい 
環境整備

取締役の尚子氏は2児の母で、12月には3人

目のお子さんを出産した。産前産後休業・育児休

業については、会社設立のときに定めており、現

在も産休を取得中の従業員がいる。

従業員の勤務のシフト管理は、ほとんど尚子氏

が担う。特に、子供が急な病気で仕事を休まざる

をえない状況に対しては、自身の経験から十分に

理解できるのだという。例えば、子供の病気や預

かり保育の都合で出社できない従業員がいるとき

は、販売と加工の配置を調整するだけでなく、加工

製造を休むことさえもある。それにより発注元に

納期までの期限を延ばしてもらったり、直売所の

商品棚が品薄になったりすることもあるという

が、これもすべて「女性にとって、働くことが大

切な社会貢献になる。子育て中の人に時間を有効

活用して働いてもらい、社会とつながっていても

らいたい」という、尚子氏の思いからである。

今後は、夫の扶養控除内で働いているパートの

女性従業員についても、希望があれば今後正社員

に登用したいと考えている。

４. 女性のセンスが光る商品ラインアップ

尚子氏は、ドレッシングを発売するときから、

女性目線で容器やラベルにこだわっている。商品

ラベルは、温かみのある文字を描く版画作家に依

頼したオリジナルデザイン。こうしたデザインへ

のこだわりは、アパレル業界出身の尚子氏の夫の

意向でもあるという。

時に、加工担当の女性パート従業員からは、さ

まざまな意見やアイディアが出される。定番のイ

チゴや夏ミカン、ニンジン、トマトなどに加え

て、ナスやカリフラワーはチーズに合うジャムと

して販売した。いずれも、納得するまで試行錯誤

を続けて商品化している。

さらに毎月１回、従業員全員が参加して昼食を

共にする「社員食堂」は、商品や試作品の試食も

兼ねて開いているという。

直売所の販売担当からは、お客さんからの味付

けの好みや商品に対する要望が報告され、新しい

商品開発にもつながっている。

審査委員の声
三浦ストアは【バザール】がコンセプトの

京浜急行三浦海岸駅近くのアンテナショッ

プ。現地審査後に立ち寄ると個性的な棚に彩

鮮やかなピクルスや、オリジナルデザインが

印象的な商品ラベルのドレッシングが並んで

いた。“規格外の農産物”を利用した“地元

三浦のギフト”は、伝統と同時に時代の先を

読んだエコなセンスで、お歳暮シーズン引っ

張りだこ。高梨尚子さん、3人のお子さんと

ともに、さらなる活躍を期待している。
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北陸新幹線の上越妙高駅から車で約20分、日

本百名山のひとつに数えられる妙高山を眺めなが

ら田園地帯を走ると、静かな集落に株式会社花の

米が現れる。稲作をメインに野菜、もちなどの加

工品を生産する同社は、先祖代々の農地を活かし

代表の黒川義治氏が妻の薫氏とともに1995年に

創業。現在はメンバーが増え、総務全般を長女・

松野千恵氏、自衛官を退官して就農した千恵氏の

夫・直人氏が加工の6次化を、三女の黒川沙希氏

が生産を担い、家族5人で経営している。黒川氏

の祖母の名前からつけた「花の米コシヒカリ」の

ほか、地域の料理店などで廃棄される蟹殻のリサ

イクル肥料で栽培する「越後かに米こしひかり」、 

イタリア品種米のカルナローリーなど、独自性の

ある品種を生産。3年前にはネギやレンコン、観

賞用のハスなどの露地野菜が加わった。

長女・千恵氏が入社して営業に力を入れたこと

で飲食店の取引件数が倍近く増加（2013年19

店→2016年35店）、三女・沙希氏も農作業の

半分を担うまでに腕を上げて経営の規模拡大（入

社当時2014年29.8ha→2016年36.5ha）

につなげるなど、2人の娘が大活躍する農業法人

である。

１. 経営者の理念・意識改革

黒川夫妻は子供たちが幼い頃から農業の楽しさ

を教え、仕事の手伝いや地域の集まりにも積極的

に参加させていた。当時13歳だった長女の作文

を商品の米袋の裏にプリントし、得意先に好評を

博したとか。「いつもどっしりと構えている父、

常に三歩下がって父のことをサポートする母、そ

んな両親の姿に憧れて小学生から家を継ぐことを

決めていた」と長女・千恵氏。農業系高校を卒業

後、テクノスクール・ビジネス科で経営・事務を

1年間学び、2006年に20歳で就農。三女・沙

株式会社花の米

代表者名 黒川　義治 資本金 3 百万円

設立年 2012 年 3 月 19 日 売上高 43 百万円（2017 年 2 月期）

事業内容
生産（コメ、ネギ）、消費
者直売、加工・製造、作業
受託

経営規模
田 36.5ha、畑 0.28ha、作業受
託（水稲→一貫受託 0.6ha）、
加工施設 52.9㎡（もち、おかき）

従事者数 5 人（うち女性 3 人。女性内訳：一般職 1 人、常勤パート 2 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）、重労働等の業務改善

両親の姿に憧れて就農した長女と三女の活躍で、経営規模が拡大！

新潟県上越市

※2018年3月現在
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希氏も中学生から農業を志し、父姉と同じ農業系

高校に進学、地元の先進農家で2年の研修を経て

2014年に就農した。

黒川氏は長女の就農の希望を聞いた当初、内心

ではとても嬉しかったが、それまでの経営に不安

定さを感じていたことから、さらなる経営発展を

目指すことを決意した。2012年に千恵氏が中心

となって登記の手続きを行い、株式会社を設立。

三女・沙希氏が入社後は、彼女が研修先で学んだ

野菜の生産を新規で始めた。2017年には会社の

敷地内に餅とおかきの加工場を新設し、長女の

夫・直人氏を中心に6次化をさらにパワーアップ

させる。

２．女性が活躍できる環境づくり

長女・千恵氏は会社設立時から事務・経理のほ

か、新規取引先の開拓や消費者交流にも力を入

れ、夫婦で経営していた時代に比べて販促や営業

活動が充実するようになった。

イタリア品種米でリゾットに使われるカルナロ

ーリーの生産は、取引先のイタリアンレストラン

の社長が彼女の人柄を見込んで依頼したのがきっ

かけで、2014年に5aの土地からスタートし、

2017年現在は90aまで増えている。

父とともに生産部門で活躍する三女・沙希氏に

は、女性が操作しやすい57馬力の新車トラクター

を彼女専用に購入。「水田の畔を傷つけないように

操作する、ブレーキをなめらかにかけるなど、機

械を大切に扱うのは自分よりも上手にできる」と

黒川氏。おかげで以前よりも機械の故障が減り、

経費削減につながっている。また2016年よりレ

ンコンのコンテナ栽培を沙希氏主体でスタート。

泥田で作業する時の冷えと重労働から解放され、

女性に優しい栽培方法ということで黒川氏が沙希

氏に勧めたそうだ。近隣にはレンコンを栽培する

農家が少ないが、あえて新しい作物に挑戦し、沙

希氏が得意な野菜生産の拡大を図る。このように

黒川氏は商談・販売販促の企画から農作業管理ま

で娘の意見を積極的に取り入れ、彼女たちが自主

性を持って活き活きと働ける環境を作っている。

３. 女性の働きやすさの形成

就業規則の中には、将来に備えて母性健康管理

のための休暇のほか、子供の看護休暇や育児・介

護休業について盛り込まれ、女性が働きやすい制

度を整えた。職場環境にも気を配り、トラクター

などの農作業機械は女性でも楽に操作できる機種

を採用。新設の餅加工場は、女性に使いやすい作

業台の高さや動線に設計されている。また、社名

のロゴが入ったおしゃれな作業服は娘たちが主体

となってデザインし、イベントのユニフォームと

しても重宝している。

「家族経営だからこそ日常の言葉に気をつけて

いる」と、黒川氏。家族ゆえに我慢できる点もあ

るが、ある一線を越えると家族だからこそ修復が

効かなくなる。あとから“言い過ぎた”と後悔し

ない伝え方を肝に銘じているという。時には意見

を活発に交わしてぶつかり合うこともあるが、自

分と肩を並べて仕事に取り組む娘たちを誇りに感

じ、2人を前途有望な若き女性農業者へと着実に

育成している。

審査委員の声
子供たちの就農で１家族から複数家族経営

へ。長女千恵さんはビジネススクールで経験

を積んだ事務・販促・６次化を担う。きめ細

かな就業規則や販売イベント用動画、かわい

いつなぎユニフォームなどの充実に貢献が見

られる。そして三女の沙希さんは女性が大型

機械を扱うメリットを示し、近所の農家から

応援のご指名にもつながっている。千恵さん

の夫も加わった大家族経営。各個性を活かし

議論は活発、父義治さんを中心に仲良し家族

像が印象的だった。
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富山県の北東部、日本海に面した入善町は、北

アルプスを源とする黒部川水系の水で育ったコシ

ヒカリの産地。ほかにもラグビー型の巨大スイカ

「入善ジャンボ西瓜」や、粘り濃厚なサトイモな

どの特産品がある。2015年設立の株式会社

Staygoldてらだファームは稲作をメインに、サ

トイモやスイカなど地域特産品からプチヴェール

などの新野菜まで、多彩な野菜を栽培する。メン

バーは代表の寺田晴美氏と、79歳で現役の父・

寺田喜一氏と母・増子氏の3人が役員を務め、ほ

かに女性社員が2名、常勤パートの男性の1名で

構成される。女性社員のうち、ひとりは地元農業

高校出身で2016年に入社。学校でトマト栽培を

研究した経験から野菜作りを担当している。もう

ひとりは2017年に入社した晴美氏のいとこで、

農業初心者ながらも農業機械の特殊免許を取得

し、喜一氏とともに米作りに取り組む。晴美氏は

生産から営業までマルチにこなし、テレビ取材や

講演会の出演を積極的に受けるなど地域農業のＰ

Ｒにも貢献する。こうした女性の活躍で設立から

３期連続の右肩上がりで伸長。野菜の品目と生産

量が増え、2018年度は農業高校卒業の男性社員

も加わる。

１. 経営者の理念・意識改革

専業農家の長女である晴美氏は、幼い頃に農作

業を手伝うものの農業は苦手で、高校卒業後は一

般企業に就職した。しかし40代の2006年、年

老いていく両親を放っておけず、実家を手伝うこ

とになった。ところがこの時点でも農業が好きに

なれず、苦手な農業を好きになって楽しく仕事を

したいと、野菜ソムリエの資格を2008年に取

得。娘を持つ母である晴美氏はもともと料理が得

意で野菜も好きだったことから資格を取るのは楽

しく、これが転機となり、農業が興味深い仕事に

変わっていった。父の代からサトイモやネギを作

っていたが、晴美氏が入ってトマトベリー、パプ

株式会社Staygoldてらだファーム

代表者名 寺田　晴美 資本金 3 百万円

設立年 2015 年 1 月 9 日 売上高 30 百万円（2016 年 12 月期）

事業内容
生産（コメ、大麦、野菜）、
消費者直売、加工・製造、
作業受託

経営規模
田 28.5ha、生産施設 1,450㎡、
加工施設 13.2㎡（仕出し）

従事者数 6 人（うち女性 4 人。女性内訳：役員 2 人、一般職 2 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）、重労働等の業務改善

女性の目線を活かした“楽しめる農業”で、地域農業を元気にする

富山県下新川郡
入善町

※2018年3月現在
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リカ、スティックセニョール、プチヴェールなど

の新野菜が次々と加わっている。

もうひとつの転機は2013年に、規格外の芋や

親芋などで大量に廃棄されるB級品のサトイモを

活用したコロッケ「さとっころっ」の製造であっ

た。“捨てるのはもったいない”という主婦目線

から生まれたコロッケは県内のイベントなどで人

気となり、現在は女性農業者のグループ「百笑一

喜」のメンバーと毎年3万個を製造・完売するま

でに広がった。

２.  地域の女性農業者が 
活躍できる場をつくる

「さとっころっ」は当初、晴美氏と母、友人の3人

で作っていたが、客の好反応を見て売れることを

直感した。そんな時、地元の女性農業者が集まる

「真
しん

樹
じゅ

の会」のメンバーに「コロッケをいっしょに

作らん？儲かるし、楽しいよ」と声をかけたと言う。

「『真
しん

樹
じゅ

の会』には私のような農家の娘や、農家

のお嫁さんが多く、家の仕事をたまに手伝うもの

の、他に何をすればいいか分からない、自分を活

かしきれていない女性がたくさんいました。まる

で昔の自分を見ているようで、『この子たちがも

ったいない、農業でもっと楽しくさせてあげた

い』という思いになりました」と晴美氏。2014

年、地域の30～40代の女性農業者で「百笑一

喜」を立ち上げ、冬の農閑期を利用して週に2

回、地元のJAみな穂の調理室で冷凍コロッケの

製造がスタート。町内外のイベントやJAみな穂

の直売所「あいさい広場」での冷凍販売を行って

いる。1年目が終わった時、「本当に楽しかった！

こんなに楽しい場所へ連れてきてありがとう」と

メンバーに言われ、自身も感無量だったという。

この活動が認められ「百笑一喜」は2017年に

富山県農業振興賞を受賞。コロッケ作りが転機で

新事業を立ち上げたメンバーもおり、晴美氏の後

進が育っている。

３. 女性目線の農業に取り組む

晴美氏の取り組みのひとつに「廃棄野菜ゼロ」

がある。最初に規格外の野菜で何かできないかと

組合に相談すると、男性農業者から冷たい反応を

受けたという。が、やってみなければ分からない

と、栄養価が高いが廃棄されるプチヴェールの外

葉に注目。ペーストや粉末状の「青汁」に加工す

ると、直売所で人気となった。夏に大量に収穫し

たトマトは湯むきして真空パックで冷凍保存。11

月頃から直売所で販売すると、おでんや鍋の具と

して好評だという。ほかにもB級品野菜はペース

トにして販売。加工済みだから調理しやすく時短

につながり、忙しい主婦には重宝するアイディア

商品だ。

「カラフルな野菜を作って料理する女性を喜ばせ

たい」と、トマトは8種、ナスは11種と新品種の

栽培にも取り組む。色鮮やかな野菜はシェフにも

好評で、県内有名ホテルの料理長が直接畑まで買

いに来るなど、自社ブランドの知名度を上げてい

る。そんな女性目線の農業を行う晴美氏は、今や

男性農業者からの信頼も厚く、地元初の女性農業

者のリーダーとして地域農業を活気づけている。

審査委員の声
“新しいことをやる”“捨てない”がキーワ

ードの寺田晴美さん。パワフルだけど聞き上

手でソフトなお人柄だった。「楽しいよ、儲

かるよ」と語りかけ楽しむ姿に触発され、新

たな栽培方法を始めた地元女性農家さん、て

らだファームに新たに就職した女性たち。印

象的だったのは、女性が情報交換の部会出席

や勉強を重ね外に出る大切さ。情報をもとに

自分がやりたいことが明確になると、挑戦が

自然と始まる。県や農協のサポートを得なが

らひとりの女性が地域に貢献していく姿に刺

激を受けた。
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企業組合うめっぽは、福井県大飯郡おおい町に

ある農業法人である。

おおい町では、水田に梅の作付けを推進してお

り、福井梅ブランドとして高い評価を得ている。

梅は1980年代までは「青いダイヤ」と呼ばれる

ほど収益性の高い農作物だったが、価格低迷や梅

農家の高齢化等により、生産が減退し放任梅園が

増加していた。そこで青梅に付加価値を加えて収

益向上を図るため、女性を中心とした地域の梅農

家の有志で2008年に「おおい梅加工グループ」

を立ち上げた。加工品の商品展開が増え、販路と

事業が拡大したことから、2013年には社会的信

用と事業の継続性を高めるため、企業組合として

法人化した。

同法人は、放任された梅園を管理し、年間約

6tの青梅を生産して加工・販売している。栽培

品種は福井県の代表的な紅映（べにさし）や新平

太夫である。

収穫した梅は、梅干しを中心にピューレやジャ

ム、ゼリー等に加工し、販売するとともに、常に

新しい商品の開発にも取り組んでいる。また地域

の特産品であるミディトマトやイチジクを使った

加工品の開発と販売も行っており、消費拡大に寄

与している。

現在の規模は、梅園0.58ha（120本）と加工

場50㎡、直売所25㎡。人員構成は、代表の古池

洋子氏をはじめ役員が7名（女性4名）。社員は6

名（全員女性）となっている。

１. 経営者の理念・意識改革

代表の古池洋子氏は梅農家に嫁ぎ、家業を手伝

う中で梅の生産組合の活動にも唯一の女性組合員

として参加。当時、梅農家の女性は「縁の下の力

持ち」的な存在であり、古池氏が「女性の活躍で

きる場を」と、組合女性部を立ち上げた。

女性部の活動から「梅を地域振興のシンボル

に」との機運が高まり、男性組合員にも賛同者を

募り、11名の梅農家による活動を開始し、同法

企業組合うめっぽ

代表者名 古池　洋子 資本金 1 百万円

設立年 2013 年 3 月 4 日 売上高 9 百万円（2016 年 12 月期）

事業内容
生産（梅）、消費者直売、加
工・製造、作業受託

経営規模
樹園地 0.58ha、加工施設 50
㎡（梅製品）、直売所 25㎡（約
15 種類）

従事者数 13 人（うち女性 10 人。女性内訳：役員 4 人、一般職 6 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）、重労働等の業務改善

男女の別なく「それぞれが経営者」！ 特産の梅を地域のシンボルに

福井県大飯郡
おおい町

※2018年3月現在
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人の設立に至っている。

福井県の嶺南地域では初となる「企業組合」と

しての形式は、役員一人ひとりが農家であり、男

女の別なく「それぞれが経営者」という経営方針

に沿ったものである。

２. 女性が働きやすい環境の整備

同法人の基本姿勢は「力などに差あっても、考

えることにおいては男女平等」である。その上で、

⑴女性や男性など個々の違いを受け止め、意欲的

に働ける職場づくり

⑵新たなビジネス環境のなかで、お客様のニーズ

に応えられる職場づくり

の2点に努めている。

具体的には、体力が必要とされる梅園管理や外

回りの配送等は、男性組合員が担当。食品加工や

製品管理等は、女性組合員が担当している。ま

た、作業台や用具等の設計に工夫し、女性が作業

しやすい仕様となっている。

活動日は毎週月・水・金曜日の3日間のみと定

め、活動日以外は家業である各自の梅園管理や家

事などに計画的に取り組んでいる。

今後は、子育てや介護等と仕事が両立できる環

境を整備し、若い世代の雇用をさらに進め、フルタ

イム稼働できる組織体制にすることが目標である。

３. 女性のスキルアップ

商品づくりや開発を女性が担当し、業務の中で

スキルアップが図られている。

女性組合員は全員が主婦であり、商品を買う立

場にもある。そのため、ロゴマークやパッケージ

等、女性の感性を活かした商品開発を行ってい

る。世代ごとの感性の違いもあるので、コンサル

タントの意見も取り入れ、女性の中で会議を重ね

ている。

例えば、「飲む梅ゼリー」は、開発当初はカッ

プ型だったが、手軽さが必要と、現在のパウチ型

に変更した。またジャムのラベルも３回作り変え

るなど、試行錯誤を繰り返すこともある。そんな

努力が実り、飲む梅ゼリーは月1,000袋を売り

上げるヒット商品となった。

個々の分担業務による意識の高まりから、設立

時（2013年期）に730万円だった売上高は、

2016年期は940万円と、25%アップしている。

食品安全や食品衛生等に関する研修会や講習会

に積極的に参加し、組合員間で情報を共有している。

４. 地域貢献への取り組み

同法人の梅商品は全て「木成り完熟梅」を使っ

ている。これは、完熟して自然落下した香り高い

梅で、ほとんど市場には出回らない。看板商品の

梅干しは、この貴重な梅を、シソと塩だけで漬

け、天日干しする昔ながらの製法で作っている。

みやげ品や法事などへの需要も徐々に増え、

2017年度には地元「おおい町」のふるさと納税

の返礼品に採用された。

収穫時期の６月には、地元の小学生や高齢者を

招いて梅もぎ体験を実施するなど、地場産業の

PRに力を入れるとともに、福井県の「ふくい食

育ボランティア」として貢献している。

また、県内外からの視察を受け入れ、積極的な

情報収集や意見交換を行い経営に役立てている。

審査委員の声
考えることにおいては男女平等。「それぞ

れが経営者」という企業組合うめっぽでは、

一人ひとりが研究熱心で意欲的。各組合員が

梅農家で、週3日間の活動なので、独立した

立場で工夫し情報交換しつつ協働し、地域に

貢献する生産的活動を行うことで、経営者と

して実践的な学習ができている。自分の時間

をどのように活用すれば、家庭も仕事も地域

も上手くいくのか。考えながら生活設計する

新しい仕事のスタイルを見ることができる。
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長野五輪の舞台となった北アルプス山麓の白馬

村は、海外のスキーヤーに人気が高い国際色豊か

な山岳リゾート地。その美しい景観に現れるしろ

うま農場有限会社ティーエムは、代表・津滝明子

氏の夫である俊幸氏が創立。流通関連企業やリゾ

ート開発コンサルタント業に携わった俊幸氏が

30代の1991年、地元の白馬村で農作業受託の

組合を始め、村の高齢化により委託される農地が

増えたことで2004年に法人化した。その後、俊

幸氏が村会議員に出馬することになり、妻の明子

氏が前職の白馬村役場を退職して2013年に入

社。3年の準備期間を経て2016年に代表に就任

した。

白馬村の耕作面積の21％にあたる120haの

広大な農地では、売上上位を占めるコメ、大豆、

そばに、ブルーベリーやトウモロコシ、トマトな

どの野菜を生産。いずれも「売り先を決めてから

作る」を徹底した受注生産方針で販路を広げる。

さらに「作るだけが農ではない」という俊幸氏

の考えから、生産だけにとどまらない複合経営を

行う。自社のブルーベリーやトマト、コメの加工

品販売（すべて委託加工）のほか、直売所兼農家

レストランの経営や、旅行会社と提携の体験農業

（田植え、ブルーベリーや野菜の収穫）と幅広く

展開している。2014年に起きた神城断層地震で

農地や建物が被害を受けたものの、3年後の

2017年3月決算期の売上は昨年度より1,000

万円増え、経常利益も順調に伸ばしている。従業

員の大半が45歳未満という若いパワーにあふ

れ、勢いに乗る農業法人だ。

１. 経営者の理念・意識改革

当初は男性従業員を中心に稲作を行っていた

が、米価の下落やコメの需要減少などの時代の流

しろうま農場 有限会社ティーエム

代表者名 津滝　明子 資本金 20 百万円

設立年 2004 年 3 月 3 日 売上高 94 百万円（2017 年 3 月期）

事業内容
生産（コメ、大豆、そば）、消
費者直売、観光・交流、飲食、
作業受託

経営規模
田 112ha、畑 8ha、樹園地 2ha、
作 業 受 託（ 水 稲 → 部 分 受 託
3ha）、直売所 20㎡（約 30 種類）

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

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
産前産後休業、育児休業、育児休業代替要員を確保

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
重労働等の業務改善

女性のアイディアと力で6次化が成功し、男性中心の職場が華やかに活気づく

長野県北安曇郡
白馬村

※2018年3月現在
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れを見て、米以外の生産と6次産業化を取り入れ

た複合経営に踏み切った。これらの新規事業には

女性の力が必要不可欠と考え、それから女性の雇

用を積極的に行っている。2009年にオープンし

たブルーベリー園では、夏季の臨時パートに毎年

20名以上の女性スタッフを雇い、繊細な手作業

が必要となる摘み取り・選別作業のほとんどを彼

女たちが担当している。

2013年には農家レストラン「農かふぇ白馬そ

だち」が開業。明子氏が店の立ち上げから関わ

り、現在は経営から調理、接客まですべて女性ス

タッフが担当する。メニューには自社米のおにぎ

り定食や、農園の野菜を盛り込んだ白馬豚のしょ

うが焼き定食など、思わず心がホッとする家庭的

な料理が揃う。食材のほとんどが自社産というの

もこだわりで、たくさん収穫できた野菜は加工し

て冷凍保存してメニューに活用。これにより農作

物の廃棄はほぼゼロになったという。2haの広大

なブルーベリー園を一望する店内は掃除が行き届

き、清潔感にあふれた空間で、直売コーナーには

ジャムや味噌、酒、醤油などの自社製品が見やす

く並べられて買い物がゆっくり楽しめる。そんな

女性目線を活かした店づくりで、開店から売上を

順調に伸ばしている。

２. 女性が働きやすい環境の整備

ブルーベリー農園の女性スタッフは固定時給だ

けでなく、収穫量にあわせた報酬も上乗せしてい

る。事務担当の女性パート職員が「やりがいをも

って働けるように」と考えたアイディアで、この

方式を取り入れてから収穫量が確実に増加した。

また、“頑張った分、報酬がアップする”という評

判が村内の女性の間で広がり、パートやアルバイ

トの希望者が増えるという嬉しい相乗効果もあった。

女性の雇用が増えたことで、女性社員が結婚や

出産、育児で気兼ねなく休暇が取得できるように

就業規程を改正。2017年には農家レストランの

女性社員1名が産休をとり、翌年春に復帰する予

定だ。

３. 女性の活躍を応援する環境づくり

農家レストランの女性社員の調理師免許取得に

は、会社が全面的に協力したほか、調理技術の習

得やサービスマナーなどの研修を定期的に行う。

地域女性の活動にも連携し、自社大豆製の味噌

は、白馬村の女性グループに加工を委託。平均年

齢70歳・15名からなるメンバーは「村の若い衆
しゅう

が育てた豆だから、私らもいい味噌を作りたい」

と意気込みをもって取り組んでいる。

４. 女性代表がいるメリット

「従業員が代表者に相談しやすい環境ができた」

と明子氏。従業員の妻から相談を受けることも多

く、身近に相談できる家族のような存在になって

いる。明子氏が設立した販売会社「株式会社白馬

そだち」の名前には人を育て、白馬村の地域創生

に貢献する意味も持つ。その思い通り、村外出身

の従業員が結婚して村で家を持ち、津滝夫妻が

“孫”と呼ぶ子供が生まれた。会社の代表だけでな

く、従業員の家族や母のような存在となって若い

農業者を育て、ふるさとの活性化に貢献していく。

審査委員の声
Iターンの若手や地元女性グループが、し

ろうま農場を軸に活気を生みだす理想的な地

域活性モデルに見えた。生産の標準化を図

り、結果、地元以外から就農した若手が活躍

し地域に根をはっている。またカフェ経営と

生産を分離せず連携することでメニューや新

商品開発に活き、6次産業化で地元女性の力

を借りている。リーダーシップある創業者か

ら調整型の女性社長（妻）へのバトンタッチ

も絶妙。さらに若手が育ち20年後も活気あ

る経営体の姿を思い浮かべることができた。
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株式会社あずみ野エコファームは、北アルプス

の雄大な自然が広がる「国営アルプスあづみの公

園」から車で数分ほど。豚の肥育繁殖一貫経営を

行う法人で、現在の母豚の頭数は250頭。年間

約4,900頭を出荷するほか、豚糞を活用した堆

肥も生産している。代表の川上志江（ゆきえ）氏

は前代表と1985年に結婚したのをきっかけに、

嫁ぎ先の養豚業に就農（当時は母豚60頭）。農業

委員をしていた義父から「若いうちに勉強しなさ

い」とのアドバイスで普及センターの勉強会に参

加し、まったく縁のなかった養豚業や農業の仕組

みを学んだ。以来、繁殖から肥育、経理までをこ

なし、前代表の妻として経営に参画してきた。

1986年に法人化を行い、1998年に現在の名称

と株式会社に組織変更。前代表が2014年に退

き、志江氏が2代目代表に就任した。同年に東京

でサービス業に従事していた息子が後継者として

就農。息子は生産部門、息子の妻は東京の大企業

で働いた経験を活かし、常勤パートとして経理・

管理を担当している。

１. 経営者の理念・意識改革

前代表との離婚という、やむを得ない事情で代

表に就任した川上氏であったが、養豚という仕事

が好きなことと、息子夫婦という頼もしい後継者

が得られて覚悟がついたという。実務に関する不

安はなかったが、社長として人をまとめる力をつ

けたいとコミュニケーションスクールに通い、各

種勉強会にも積極的に参加した。

川上氏が社長となってまっさきに取り組んだの

が、地域とのつながりの強化。養豚業は臭いなど

の問題から地域住民の理解が必要である。そこで

自分たちがどんな会社であるかを知ってもらうた

め、市や県の職員、地域住民を招いた説明会を年

株式会社あずみ野エコファーム

代表者名 川上　志江 資本金 2 百万円

設立年 1981 年 8 月 6 日 売上高 178 百万円（2016 年 12 月期）

事業内容
生産（豚、堆肥）、 
加工・製造

経営規模 畜舎 15,000㎡、母豚 250 頭

従事者数
8 人（うち女性 4 人。女性内訳：役員 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・シャワー）

女性がやりがいをもって働き、地域に愛される養豚会社に改革

長野県
大町市

※2018年3月現在
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に2回行うという地域協定を結んだ。説明会で

は、社外者が立ち入り可能な堆肥舎の見学会や、

臭いの改善の取り組みについてのレクチャーを行

っている。

同時に社内の体制強化のためHACCP認定農場

の準備をはじめ、3年の歳月を要して2017年に

取得できた。地元イベントに積極的に協力し、地

域や役所の人々と密にコミュニケーションをとる

といった地道な努力を重ねた結果、応援者が少し

ずつ増えてきた。最近の説明会では地元住民みず

からが説明会のレクチャー役をつとめ、「川上さ

んは頑張っている」と周囲に宣伝してくれる理解

者も得ている。

こうして地域とのつながりを大切にしたこと

で、念願だった畜産クラスター事業（畜産農家を

核に、地域ぐるみで高収益型の畜産を実現するた

めの体制）に参加するための協議会を、2018年

度に発足することが決まった。

代表に就任したばかりの時は戸惑いもあった

が、“人はいくつになっても道は開けるし、生活

も考え方も周りの評価も変わる”ことを実感し、

今は社長業を多いに楽しんでいると話す。

２. 女性が働きやすい環境の整備

従業員は正社員4人で、そのうち2人が生産部

門の20代の女性社員である。それぞれ分娩舎と

種付舎の部門を担当する。2人とも畜産に携わる

のが初めてということで、8時間の現場作業に慣

れるまで作業時間の配分を工夫した。最初の2週

間は始業から15時まで現場作業＋事務所で1時

間の座学をして帰宅、3週間目は16時まで現場

作業＋1時間の座学と、1カ月かけて段階的に作

業時間を増やした。さらに体力的な負担を軽減す

るため、7時～17時の就業時間中1時間半の昼

休みを設け、個別の休憩室で横になってゆっくり

休めるようにもなっている。こうした配慮もあっ

て彼女たちは入社1年目で技術を着実に伸ばして

いる。種豚舎担当の女性社員は種付けの成功率が

先輩を抜くこともあり、分娩舎担当は離乳頭数が

増えるなど、繁殖成績の向上に貢献している。

さらにもうひとつ志江氏を喜ばせたのは、農場

内の整理整頓や掃除が以前よりも行き届くように

なったこと。月1回訪れるコンサルタント兼獣医か

らは「タンクの下までゴミひとつ落ちておらず、

豚舎がきれいになった」と高評価をもらっている。

３. 女性のキャリア形成

「養豚業は女性の力を発揮できる仕事。それぞ

れの部門の責任者レベルまでキャリアアップして

ほしい」と志江氏。女性社員を含め、従業員のキ

ャリア育成のために「農の雇用事業」を活用し、

2年間にわたる研修計画を立てている。

志江氏は日本農業法人協会の女性経営者や役員

らによって結成された自主的研究会「やまと凛々

アグリネット」の発起人であり、2017年6月か

らは同会の会長を務める。

国内で農業に従事する人の4割が女性と言われ

ているにも関わらず、社長業や役員を行う女性の

リーダーがまだまだ少ない。こうした現状を打破

していきたいと、次世代を担う女性農業者をバッ

クアップする活動を行っていく。

審査委員の声
2代目経営者となった川上さん。オープン

化、見える化という時代の流れを近隣住民の

方や行政との関係のなか、積極的に取り入れ

ていた。経営の持続性を大切にする姿が印象

的であった。また息子夫婦の異業種経験を存

分に活かしつつ柔軟な働き方を適用するな

ど、柔軟な経営者の姿勢を垣間見た。オープ

ンにする、あいさつする、祭りに出る。地域と

共生していく農業の今後を、是非応援したい。
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北アルプスや南アルプスなどの名峰が見守る原

村は、八ヶ岳山麓のなだらかな傾斜地に広がる高

原の村。昼夜の気温差が大きく、晴天率が高いと

いう環境から、花き栽培に適した土地で知られ

る。齋藤暢一氏・志穂氏の夫婦で共同代表をつと

める麓farmは、この地で2012年創業。原村には

志穂氏の実家があり、父の代からシクラメン農家

を営んでいる。志穂氏は医療系大学卒業後、理学

療法士として働き、同じ病院で介護福祉士をして

いた暢一氏と結婚。子育てはのんびりと田舎でし

たいと、2010年にUターンした。当初は農業を

継ぐ気はなく医療関連に就職する予定だったが、

志穂氏の父が育てるシクラメンの美しさに暢一氏

がいたく感動したことが転機となり、就農を決意

した。旧青年就農給付金を活用しながら両親のも

とで2年間修業後、3年目に経営を分離し、村内で

農地を借りて独立。父とは品目を変えて、ガーデ

ニングで需要が伸びる花のポット苗の生産を行

う。その9割近くが、園芸店から「今年はこの色

が売れる」などの要望に応えた商品を直接配送す

る“リクエスト生産スタイル”。安定した収益が見

込める受注生産に近い形で取引先が増え、売上が

順調に伸びている。2016度の売上は前年度より

1.2倍に増え、初年度が900万円だったのが創業

4年目で4,000万円を超えた。雇用も広がり、現

在は4名のパートが勤務。そのうちの1人が

2018年度から正規雇用に昇格する（30代男性）。

１. 経営者の理念・意識改革

志穂氏が就農していちばん驚かされたのが、男

性優位の業界事情だった。地元では農業に携わる

女性を「妻が夫の仕事を手伝っている」とみなさ

れる雰囲気がいまだに残っていた。創業時に家族

経営協定を結び、共同経営者として覚悟を決めて

麓farm

代表者名 齋藤　暢一 資本金 −

設立年 − 売上高 42 百万円（2016 年 12 月期）

事業内容
生産（ネメシア、ラベンダー、
ダイアンサス）、消費者直売

経営規模 生産施設 1,200㎡

従事者数 6 人（うち女性 4 人。女性内訳：役員 1 人、常勤パート 3 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
看護休暇、母性健康管理のための措置、その他の仕事と家庭の両立支
援、家族経営協定締結

［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）、重労働等の業務改善

地域の子供たちが憧れる、いきいきと輝く女性農業者を目指す

長野県諏訪郡
原村

※2018年3月現在
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就農した志穂氏にとって、これは非常にショック

なことだった。そこで女性の共同経営者として認

知してもらえるように、営業や商談、交流会に積

極的に参加。最初は女性が商談に同席すること

や、男性主体の会合に参加することに批判の声も

あった。しかし、花のエンドユーザーはほぼ女性

であることから、生産品目や資材の選定に女性の

意見を取り入れるなど、女性の視点を経営判断に

活かす方針はぶれることはなかった。こうして懸

命に取り組む志穂氏の姿勢が認められ、経営が上

向きになる結果をしっかりと出したことで、周囲

からの応援の声も増えてきた。「女性が元気で楽

しそうに働いている」という評価は取引先にも好

印象を与え、信頼関係の向上にもつながることを

実感したという。

２. 女性のキャリア形成

もうひとつ、志穂氏が感じたことが、地域の女

性農業者の横のつながりの乏しさだった。この現

状を打開すべく、各種研修会や勉強会に積極的に

参加し、現在は県内の若手女性農業者による

「NAGANO農業女子」のコアメンバーとして活躍

中だ。2017年には農林水産省補助事業の「女性

農業次世代リーダー育成塾第4期生」として全国

から選抜された35名の女性農業者とともに農業

経営を学んでいる。同じ志を持つ仲間に元気をも

らい、仕事をする上での大きな支えになってい

る。こうしたつながりを地元にも作りたいと、

2017年に原村地区では初の若手女性農業者グル

ープを設立した。これまでに地域の農業改良普及

センターと協力し「手荒れ予防の石鹸づくり」、

「味噌講座」などの女性が楽しめる交流会を行っ

てきた。活動の目的は「農業に関わる女性が自分

らしさを大切にしながら、いきいきと輝けるこ

と」。幼少の頃は農家の娘でいることが嫌だった

という志穂氏。その頃に農業の楽しさを教えてく

れる大人と出会っていたら、もっと印象が違って

いたと話す。地域の女性が誇りをもって農業に取

り組むことで、地域の子供たちがいつか自分もや

ってみたくなる、かっこいい職業に変わる。そん

な未来を託しながら、交流会の活動を続けている。

３. 女性が働きやすい環境の整備

現在の女性パートは3名。創業の2012年に誕

生した長男と同じ保育園に通ったママ友つながり

のメンバーで、子育てと仕事が両立できるように

希望の日時で働けるシフト制を取り入れている。

重労働を少しでも軽減するため、土詰め機や軽量

コンベアなどの各種機械類も導入した。ユニーク

なのは、「作業に支障がない程度の雑談は容認し

ている」という点。「家庭や子育ての悩みを語り

合いながら、植物に触れて元気をもらい、また明

日も仕事に来ようと思える職場にしたい」という

志穂氏の思いが通じ、スタッフが意欲的に仕事に

取り組んでもらえるおかげで、一定の質を維持し

ながら生産量・売上ともに増加している。こうし

て農場を支えてくれる彼女たちには、ボーナス替

わりにおしゃれで機能的なアウトドアウェアを作

業服として支給。農業者としていきいきとかっこ

よく働くお母さんを応援している。

審査委員の声
30代若夫婦がUターン。夫婦で共同経営

という意識、かっこいい農家を目指す姿は次

世代の明るい農業を感じさせられた。親御さ

ん含む地域の農業の先輩たちからの応援、園

芸店との良好な関係構築、地域のママたちの

雇用創造を自然体で行っている。また旧青年

就農給付金を経営体の成長に有効活用してい

る。現在描く地域住民が集う事務所づくりや

学校との連携により子供たちにかっこいい農

業スタイルに触れる機会を増やしてほしい。
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株式会社DOI FARMは、静岡県富士宮市で酪

農業と乳加工製品の製造・販売を行う経営体であ

る。酪農業では約100頭の経産牛を飼育して生

乳を生産する他、子牛の販売、飼料用トウモロコ

シ・麦を生産・販売している。乳加工製品業で

は、独自店舗（カフェ）でオリジナルのパンやジ

ェラート、ヨーグルトなどの製造・販売を行う

他、近隣の飲食店を対象にした委託生産など、経

営安定化のための多角経営を展開している。

同社は1967年の創業。代表の圡井一彦氏は3

代目に当たる。従来は家族経営の牧場だったが、

2017年6月に株式会社へと移行した。

現在、一彦氏と妻の智子氏、そして4代目に相当

する長男が役員を務めている。その他、正社員は4

名、常勤パートは5名を数え、すべて女性である。

一彦氏は富士宮農業協同組合総代、富士地域農

村生活研究会会長を務める。また智子氏は、「ふじ

のくに未来をひらく農林漁業奨励賞」を受賞するな

ど、地域産業界においても主軸を担う存在である。

１. 経営者の理念・意識改革

妻の智子氏は30年前に一彦氏と結婚。酪農業

に従事するかたわら、3人の育児に奮闘した。し

かし当時は牛舎等の施設が古く、作業効率の悪さ

から家事や育児の時間が圧迫されていた。その改

善のために夫婦で話し合い、労働生産性が高く、

かつ牛が快適に過ごせる牛舎を1997年に建設。

1日8時間を要した労働時間が5時間に短縮さ

れ、育児と経営を両立できる環境が整備された。

それにより、智子氏の長年の夢であった、自家生

産牛乳を使用したパンの製造販売がスタートし

た。2012年にはカフェ「バール・ジェラテリ

ア」を出店してジェラートの製造販売にも乗り出

すことができた。

そんな自身の経験を活かし、家庭を持つ女性で

もワークライフバランスを確保できる労働環境の

整備に努めている。株式会社への移行も、次世代

への事業承継や取引先との信頼確保はもちろん、

株式会社DOI FARM
代表者名 圡井　一彦 資本金 5 百万円

設立年 2017 年 6 月 27 日 売上高 136 百万円（2016 年 12 月期）

事業内容
生産（生乳、子牛、野菜）、
消費者直売、加工・製造、
飲食

経営規模

畑 9ha、加工施設 41.53㎡（ジェ
ラート、パンほか）、直売所
39.12㎡（５品目約 100 種類）、
畜舎 1,200㎡、経産牛 100 頭

従事者数 12人（うち女性10人。（女性内訳：役員1人、一般職4人、常勤パート5人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
育児休業、育児休業代替要員を確保、家族経営協定締結

［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）、重労働等の 
業務改善

女性が主力になり酪農と乳製品を製造・販売

静岡県富士宮市

※2018年3月現在
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家族以外のスタッフも含めた、雇用体制の拡充も

大きな目的としており、経営者家族も家族経営協

定を締結した。

２. 女性が働きやすい環境の整備

酪農業は生き物（牛）を相手にするため、細や

かな観察眼と対応が求められる。また乳製品加工

業は、品質・衛生管理はもちろん、女性目線での

商品開発や店舗作りが必須となる。どちらも女性

の感性が大いに活かされる仕事であり、結果的に

同社では、現在、社員と常勤パートはすべて女性

スタッフで構成されている。

酪農業は力仕事が多い印象があるが、同社では

女性の体力面を考慮し、省力化のための機械化を

積極的に推進している。また、作業台の高さを女

性向けに調整したり、牧草堆肥には枯草菌を使用

して臭いを軽減するなど、仕事のしやすさに配慮

している。

また、すべての業務でマニュアルを整備したこ

とにより、新規採用者でも3日で作業に従事でき

るようになった。

設備面では、着替え室・休憩室や、屋内・外の

トイレ、シャワールーム、洗濯場を完備してい

る。仕事終わりにシャワーを浴び、その最中に洗

濯機を回して干しておけるので、女性スタッフに

好評を得ている。

休日については自己申告シフト制を採用してい

て、１週間程度の連続休暇も取得可能となっている。

３. 女性のキャリア形成

社員採用にあたっては、マッチングシステムを

導入。最初の3カ月間はパート雇用とし、その後

の話し合いで、常時雇用に進む。また、作業習得

と担当部門の拡大に伴って昇給する仕組みを採用

し、キャリア形成へのモチベーションを高めてい

る。また、東京のジェラート店などの先進地視察

なども、キャリア形成の一助となっている。

同社では、労働意識の共有による会社の一体感

を推進している。例えばカフェ部門では、全員が

ジェラートやパンの製造・販売が可能。繁忙期に

は牧場スタッフが手伝いに来るなど、職場横断の

役割分担の中で意識の共有を高めている。

特に、株式会社に移行してからは、毎月1回の

全体ミーティングを実施。目標の明確化と自己採

点制度の導入も相まった、仕事に対する意識変革

が、キャリア形成につながっている。

４. 女性のアイディアを活かした商品開発

環境整備の結果、従業員が定着し、労働生産性が

向上した。なお現在は1名が育休を取得中である。

従業員の定着に加え、マニュアルの整備によっ

て新規就労者でも無理なく働くことが可能にな

り、労働が平準化された。これにより、農場では

牛の病気が2割減少。製品加工では品質の安定化

に貢献し、顧客の信頼と拡大につながっている。

意識共有の一方で、スタッフそれぞれの持ち味

を活かすことにも注力している。パンやジェラー

トの商品開発ではアイディアを出し合い、パッケ

ージや販促用のフライヤー、POP、WEB展開な

どは、得意なスタッフが能力を発揮している。い

ずれも女性の感性、特に子供を持つ母親や消費者

目線が活かされている。

審査委員の声
男性は社長と息子の2人のみ、従業員は全

員女性。酪農は女性に向いた業種なのだと改

めて認識させられた。社長の妻は、得意のパ

ン作りで6次産業化を図り販売部門の責任者

を務めるが、広告宣伝はスタッフに任せるな

ど各人の得意分野を活かした運営をしてい

る。東京で働く娘から、経営コンサルタント

顔負けのアドバイスを受け、それが経営の改

善に繋がるなど思わぬ女性の活躍もあった。

法人化を経てより充実した経営が期待される。
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有限会社三和畜産は、愛知県境に近い静岡県浜

松市に位置する。養豚業を主に稲作にも取り組

み、豚肉加工や2つの農家レストラン、体験工房

も運営している。

代表取締役社長の鈴木芳雄氏は農家で育ち、

20歳になった1968年、夫婦で母豚3頭から養

豚経営を始めた。1979年に法人化。現在、養豚

部門は母豚180頭で年間3,500頭を生産するま

でになった。社員は17人でうち9人が女性、パ

ートは22人で18人が女性となっている。

1989年に「直売のとんきい」を開店し、ソー

セージなどの加工品作りを開始。2002年には鈴

木氏の夢だった自社で育てた豚肉やその加工品を

提供する「ミートレストラン」、2005年には肉

と地元野菜のバイキング「農家のレストラン」を

開店した。

農業生産については当初、養豚部門のみだった

が、女性からの提案で稲作にも着手、現在8haで

特別栽培を手がけている。

加工品の売上比率アップ、自社農場製品の自社

販売増加により売上が増加し、2017年3月期の

売上は3億6,107万円となった。

１. 経営者の理念・意識改革

同社の企業理念は「みんなのしあわせづく

り」。食でお客様・従業員とその家族などを幸せ

にすることを目指し、経営をしてきた。

鈴木氏は子供の頃から家の豚舎で豚のお産を見

守ってきたため、豚への思い入れは強い。機械化

や合理化が進んで、豚肉本来のおいしさが次第に

損なわれていくように感じるようになり、おいし

く安全な豚肉を作りたいと試行錯誤を重ねてき

た。安心・安全な飼料を厳選し、添加物を加えな

い自家配合飼料で育てており、そうやって育てた

からには加工にも添加物を使わないと決めてい

る。加工品を無添加で作っていることを伝えるた

有限会社三和畜産

代表者名 鈴木　芳雄 資本金 10 百万円

設立年 1979 年 1 月 1 日 売上高 361 百万円（2017 年 3 月期）

事業内容
生産（肉豚、コメ）、消費者
直売、加工・製造、飲食

経営規模
田 8.2ha、畑 1.5ha、加工施設
75㎡、直売所 29㎡（80 アイ
テム）、母豚 180 頭

従事者数
39 人（うち女性 27 人。女性内訳：役員 3 人、一般職 6 人、常勤パート
18 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
短時間勤務制度等の措置

［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）

女性の力で養豚業から加工・飲食・稲作へと取り組み分野を拡大

静岡県浜松市

※2018年3月現在
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めに、体験工房も開設。鈴木氏や鈴木氏の経営上

のパートナーでもある妻の充枝氏がソーセージ作

りを指導している。そこには鈴木氏の「地域で長

く養豚を続けていくにはどうしたらいいか模索し

ており、そのために周囲を盛り上げて一緒にやっ

ていきたい」という思いが反映されている。

創業40年を迎え、鈴木氏の孫たちもこの仕事

に関心を持っているという。観光農園など新たな

部門づくりについて一緒に夢を語ることも多く、

「子供は母親をよく見ているので、女性の理解と

協力があることが後継者を育てることに繋がって

いると感じる」と語る。

２. 女性が働きやすい環境の整備

鈴木氏は、ソーセージの肉を腸に詰める作業な

どの根気が必要な食肉加工の作業は、長時間集中

して働いてくれる女性の方が向いており、商品開

発やレストランの接客の仕事も女性ならではの能

力が発揮できると考え、女性を多く採用してきた。

育児中・介護中の女性でも働きやすい職場にす

るため、短時間勤務を可能とし、出勤時間・曜日

も自由に選択できるような雇用体制をとってい

る。従業員・パートの人数が多いことで、家庭の

状況に合わせた勤務がしやすく、勤務時間の自由

度も高い。また、女性が働きやすく、意見を言い

やすい雰囲気ができており、朝礼を実施すること

で業務情報を共有する場も作った。細かい部分ま

で記した引き継ぎノートもある。

小さな子供がいる主婦は夏休みの勤務を減らし

たい気持ちがあるが、近隣の大学生や高校生のア

ルバイト学生を育ててきたことによって、夏休み

は学生だけで運営することも可能な状況になって

いる。1カ月休む人もいるという。

３. 女性のアイディアを活かした経営

同社は家族経営を核にした経営体で、充枝氏を

はじめとした女性の理解協力は必要不可欠だと鈴

木氏は考えている。

これまで、加工・販売・レストラン・食育体験

の部門は充枝氏と、充枝氏の妹の高橋弘枝氏が担

ってきた。2人の息子の妻が経理・労務管理部門

を担当しており、2017年に役員となった。娘は

養豚部門の責任者となっている。

コメの栽培については、「レストランのお米を

自社生産にしたい」という女性の一言から、低農

薬のブランド米「細江まいひめ」の栽培を開始。

現在、自社のレストランではすべて自社生産のお

米を使用している。直売所などでも販売し、約

1,190万円売上が増加した。

さらに、女性からの提案で、まいひめを米粉に

加工してシフォンケーキ・米粉入りうどんなどの

商品を開発したところ、直売所・レストランの来

客数が増加し、売上は前年比102.5％となった。

新商品の開発にまいひめの米粉やまいひめで作

った日本酒の酒粕を活用する姿勢は、作ったもの

を無駄なく利用しようという、コスト意識の高い

女性ならではの視点が活かされている。

まいひめの栽培は地域に波及し、特別栽培米研

究会を立ち上げることにつながった。現在8名の

農家が生産している。

審査委員の声
主に、加工部門とレストラン部門で多くの

女性が活躍しており、女性なくしては成り立

たない経営。特に経営者の妻とその妹の活動

が経営に大きく寄与してきた。最近では、経

営者の娘が養豚部門の責任者として活躍して

いる。経営全般にじわじわと女性活躍の場が

広がっており、男女の区別を意識することな

くバランスよく運営されている。子の代のみ

ならず、孫の代まで当社の経営に興味を持ち

始めているとのことで、まさに、「継ぎたく

なる経営」である。
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農事組合法人鵜
う

の味
み

は、愛知県知多郡美浜町に

ある観光農園である。

自然豊かな知多半島は、夏季は潮干狩りや海水

浴、冬季は温泉など一年を通して観光客が絶えな

い自然豊かな地域である。同組合は国の天然記念

物「鵜山鵜繁殖地」に近くにあり、「鵜が巣立

つ」＝住んでみたい、食べてみたい、作ってみた

い、をキーワードにした観光農園。農産物の直売

をはじめ、観光農園（ミカン狩り、イチゴ狩り、

ブドウ狩り、イモ掘り等）、農業体験施設、農園

レストラン等の事業を営んでいる。2010年には

農林水産省の「食と地域の『絆』づくり」の優良

事例に、愛知県内で唯一選出された。

人員構成は、役員6名（うち女性1名）、正社

員3名（うち女性1名）。常勤パート43名はすべ

て女性が占めている。

経営農地面積は田0.3ha、畑4.8ha、樹園地

1.5haで、そのほかに直売所、生産施設、寿司

工房を有している。

１. 経営者の理念・意識改革

組合のルーツは、代表理事の天木英五氏が1960

年ごろに開業したミカン狩り園。その後、「自然

と人と触れ合う楽しさを農家に伝えたい」との考

えのもと、生活改良普及員の呼び掛けを受け、地

域農家や町、地元観光施設長等も含めた勉強会を

開始。その勉強会が母体となって組合が結成さ

れ、1996年2月に観光農園「ジョイフルファー

ム鵜の池」がオープンした。当地は過疎化という

背景もあり、組合員や従業員の顔ぶれは、当初か

ら近隣農家の女性が占めていた。

観光地での買い物の主力は女性である。また、

家族が何を喜ぶのかも、女性がいちばん理解して

いる。女性目線での直売や体験農園の運営をする

ために、女性スタッフの能力を活用できる環境整

農事組合法人鵜の味
代表者名 天木　英五 資本金 9 百万円

設立年 1995 年 5 月 10 日 売上高 333 百万円（2016 年 8 月期）

事業内容

生産（イチゴ、ミカン、ブ
ドウ）、消費者直売、加工・
製造、観光・交流、飲食、
作業受託

経営規模

田0.3ha、畑4.8ha、樹園地1.5ha、
作業受託（畑耕起）、生産施設
8,500㎡、加工施設 30㎡（寿司
工房）、直売所 356㎡（300 種類）

従事者数 52人（うち女性45人。女性内訳：役員1人、管理職1人、常勤パート43人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
介護休業、短時間勤務制度等の措置

［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）、重労働等の
業務改善

女性たちの郷土料理が名物の観光農園

愛知県知多郡
美浜町

※2018年3月現在
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備に尽力した。

一例を挙げれば、オープン当初のレストラン

は、商売慣れしない主婦の家庭料理に過ぎず、赤

字続きだった。しかし、地域の祭りで郷土料理の

押し寿司に出合い「これなら皆が五つ星のシェフ

だ！」と気付き、お年寄りにレシピを聞いて売り

出したところ大評判となった。

そんな取り組みが好循環を生み、入場者数は初

年度（1996年）の14.6万人から、現在ではコ

ンスタントに30万人以上に。売上も年間3億円

台を堅持している。

２. 女性が働きやすい環境の整備

常勤パート43名は全員が女性なので、女性が働

きやすい環境の整備に力を入れている。2室ある

休憩室や屋内外のトイレ、シャワー室、また作業

場の冷暖房、直売場のスポットクーラーなどを完

備。特に目玉商品である箱寿司の工房は、現場の

要望を吸い上げ、快適で清潔な設備を整えている。

また、直売場のレジにはいち早くPOSレジを

導入。女性や高齢者でも無理なく作業できるよ

う、効率化・省力化を推進している。

女性が多い職場だからこそ、職場の雰囲気作り

は最重要テーマである。天木氏の人柄もあり、普

段から職場のコミュニケーションは活発で、困っ

た事があれば気軽に相談できる環境となってい

る。また、年齢的に夫と死別した従業員も多いた

め、職場が過疎地集落における社交場の役割も果

たしているとも言える。

３. 女性のスキルアップ

女性従業員は65歳以上が3分の1にのぼり、

勤続20年以上のベテランも少なくない。そのた

め、現場では中心スタッフが主導し、自主的に適

性に合った役割分担を行っている。

前述した押し寿司の製造販売はもちろん、農業

体験では、田植えや稲刈り体験、そば打ち体験等を

主導。農園で作るイチゴやブルーベリー等を使った

「鵜まジェラート」など新商品の開発にも取り組ん

でいる。組合員・従業員の女性が、事業に一体と

なって取り組み、全体のスキルアップを図っている。

また、先進地への視察や各種研修、勉強会は、

自由に足を運ぶことができる。パートから社員へ

の登用制度も利用されている。

４. 従業員に関わる制度

給与体系は就業規則に則り、正社員は昇級制、

常勤パートは一律となっている。ただしパートは1

日単位で能力給が加味され、その合計額が年２回

のボーナスとなる。また長期勤続者には、10年間

長期勤続表彰を行なっている。こうした取り組み

が従業員のモチベーション向上につながっている。

休日は「地元役場（美浜町）と同程度」を指標

にし、整備している。

高齢者中心の従業員構成にあって、正社員の

24歳女性（農業高校を卒業して勤続６年目）な

ど、次代を担う人材も育っている。そんな今後の

将来も見据え、育児・介護休業規程も定めている。

なお、組合員は現在約150名（当初の5倍以

上）を数え、うち7割は女性である。一人当たり

平均で約130万円の収入を得ており、農村女性

にとっては貴重な現金収入となっている。

審査委員の声
農業と観光を結びつけた取り組みに女性の

活躍がみられる。押し寿司は絶品。高齢者が

3割ほどいるが、その人たちなくしては現在

の経営はなく長期勤続者の表彰も行ってい

る。栽培部門の24歳の女性正社員は、作業

の覚えも早くほとんどこなせる。今後結婚し

たり子供が生まれても、継続勤務してパ−ト

さんたちをまとめていって欲しいとのこと。

代表の天木氏と女性との連携がよく取れてい

て素晴らしい。天木さんの大ファンになった。
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株式会社寺田農園は岐阜県高山市丹生川町に位

置し、飛騨の高原地帯でトマトのハウス栽培、加

工・直売を行う。従事者数は10名で、全スタッ

フの約3分の2を女性が占めている。

トマト、コメなどを生産する専業農家だった

が、2010年の法人化以降は、トマトの加工・販

売にも本格的に着手。現在は、無塩・無添加にこ

だわったトマトジュースなどを自社工場で製造す

るほか、受託加工にも取り組む。トマトの収穫・

出荷の最盛期は7月～10月。青果として出荷する

トマトは熟す前に収穫するが、ジュースには完熟

したトマトや規格外品を使用する。品種ごとの特

性も活かし、トマトのおいしさを存分に味わえる

製品に仕上げており、初年度の200本から着手、

現在は年間3万本以上を生産するまでになった。

2014年には飛騨高山の古い町並みの一角に直

営のアンテナショップ「庄兵衛さん家のとまじゅ

う」をオープン。トマトジュースが味わえるカフェ

コーナーを併設し、素材の味を大切に安心して食

べてもらえる商品づくりをコンセプトにした加工

品は、お土産としても人気である。こうした加工

品の売上げ増加や、トマトの栽培面積の拡大や、

単収の向上により2016年度12月期の売上高は

5,835万円と前年度より約100万円増加した。

１. 経営者の理念・意識改革

代表の寺田真由美氏は21歳だった1997年、

農家の正樹氏と結婚し、農業の世界に飛び込む。

非農家出身で農業の知識はなかったが、同じ境遇

の主婦仲間と共に、農業改良普及員から農業を基

礎から学ぶうちに、農業に打ち込むようになった。

2005年には家族経営協定を締結。正樹氏はす

べての総括とその把握・管理、真由美氏はトマト

の出荷調整や、経理などを担当し、役割分担を明

確化。2010年、法人設立の際は、「女性が顔に

株式会社寺田農園

代表者名 寺田　真由美 資本金 3 百万円

設立年 2010 年 4 月 28 日 売上高 58 百万円（2016 年 12 月期）

事業内容
生産（トマト、コメ）、
消費者直売、加工・製造

経営規模
田 1.3ha、畑 1.9ha、加工施設
174㎡（清涼飲料水、ソース類）

従事者数
14 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

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
産前産後休業、育児休業、育児休業代替要員を確保、家族経営協定締結

［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）、重労働等の業務改善

風土に合う農産物を栽培し、女性の感性で加工・販売に取り組む

岐阜県高山市

※2018年3月現在
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なるといい」という正樹氏の提案で、夫婦で共同

代表となった。

しかし2013年、正樹氏が突然亡くなる。真由

美氏は事業を引き継ぐ決心をしたものの、一人で

代表を担う大変さを痛感したという。特に、当時

正樹さんが担当していた加工部門や肥培管理は、

「何がわからないのかがわからず、判断できな

い」状態だった。そこからスタッフとともに勉強

し、すべてを記録。この時作成したマニュアルが

現在の経営の礎となっている。名実ともに経営者

となった真由美氏は、「食卓に新鮮で安全なおい

しさを届けたい。子供たちを“おいしい笑顔”に

するものづくりをしたい」という理念を掲げ、義

父で役員の正一氏が見守るなか、自分なりの新し

い農業スタイルを実行している。

２. 女性が働きやすい環境の整備

就業規則には産前産後休業・育児休業・育児休

業後の継続就業などが記載され、女性が安心して

働ける制度を整備している。その一方で、真由美

氏は子育て中の勤務について細かくルール化する

のは難しいとも感じており、規則の範囲内であれ

ば、ある程度本人の判断に任せる形でゆるやかに

運用している。スタッフには、小さな子供がいる

人や、現在産休中の人がおり、真由美氏自身も

10歳の子供がいる母親であることから、仕事と

子育てが両立できる環境づくりを行っている。

「ここにおりたいと思わせるのが私の仕事」とい

う真由美氏。女性が働きやすい職場環境に取り組

んできた結果、地域では女性に人気のある職場と

して評価が高く、スタッフの定着率もよい。

３. 女性のアイディアを活かした販売戦略

販売部門の主力は女性で、生産部門、加工部門

の商品開発・衛生管理、デザイン・WEB部門、

アンテナショップでも活躍する。「自分の子供に

食べてもらいたいかどうか」という母親目線を活

かし、減農薬栽培や、素材の力を最大限に活かし

た商品開発に取り組む。「飛騨らしさ」を表現し

た飛騨弁のネーミングやパッケージデザインも女

性たちが考案したものである。

直営アンテナショップの責任者は真由美氏の妹

が務める。消費者目線での対応を心掛けており、

ジュースを使った料理の提案など、販売している

素材にひと手間加える工夫を伝えることが購買層

の拡大につながっている。

４. 人材育成への取り組み

非農家出身で一から農業を学んだ自身の経験か

ら、「農業をしたい！」という女性や若者の育成

に注力しており、昨年は農業大学校卒業生も採用

した。社員が独立する際は、自社の農地やハウ

ス、機械類を貸し出すなど支援。地域農業の発

展・後継者育成にも貢献している。

また、休憩やお昼ごはんの時間は、スタッフ間

のコミュニケーションを大切にしている。部署の

違う人たちとも課題を共有し、全員に周知したう

えで方針を決めている。真由美氏は「どの部署に

いても農家の誇りをもってやってほしい。生産者

の思いを実現できるよう同志を育てていきたい」

と、謙虚に、だが力強く語る。

審査委員の声
目の覚める経営体に出会った。代表の寺田

真由美氏は1997年21歳で結婚。家族経営

協定、法人設立時夫との共同代表等、周りの

理解・支援は彼女を育成する温かな土壌とな

った。しかし2013年夫を亡くした。その後

現在の経営に至るまでの努力は並大抵のもの

ではなかったであろう。商品開発、壁の無い

職場スタッフとの連携、温かく見守る義父。

真由美氏の謙虚さと力強さは人に深い感銘を

与える。WAP100の理念4つを備えた素晴

らしい経営体である。
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わさび屋株式会社は郡上市の蛇穴と呼ばれる鍾

乳洞のわき水でわさびを栽培し、加工・販売に取

り組んでいる。

2008年、建設会社を経営する森信介氏が地元

のわさび農家と知り合い、後継者を探しているこ

とを知った。異業種への事業拡大を考えていた信

介氏は、山菜採りが趣味だったこともあり、わさ

び栽培に取り組むことを決意。2010年にわさび

田を譲り受ける。当初は信介氏を中心に運営する

予定で建設会社の駐車場に加工施設と直売所を作

ったが、建設会社との両立は難しく、妻の紀子氏

が取り組むこととなった。現在は直売所の店長を

務める三島由美氏と長女の3人で運営している。

農業は通年雇用が難しいため、草取りや4,000

本以上の苗を植える繁忙期には、子供を通じてで

きたママ友に声をかけ、非常勤パートとして手伝

ってもらっている。

最初の4年間は大幅な赤字の連続だったが、6

次産業化商品として開発した加工品「わさび塩」

と青果わさびの販売が伸びて2016年8月期の売

上は1,948万円、経常利益100万円と黒字化す

ることができた。

１. 経営者の理念・意識改革

わさび屋を立ち上げる以前、紀子氏は信介氏の

経営する建設会社で事務と経理業務を担ってい

た。経営を任されたとき、農業・経営のどちらの

経験もなかったことから、最初の1年間は栽培方

法を学び、生産を軌道に乗せることに集中した。

青果は消費期限が短いため当初から加工を見据え

ており、生産体制が整った後は加工に向き合っ

た。現在、青果と加工品の比率は4対6となって

いる。

郡上は戦後間もないころ、わさび産地だった。

そんな郡上を再びわさびの産地にしたい、そして

わさび屋株式会社

代表者名 森　紀子 資本金 10 百万円

設立年 2010 年 9 月 1 日 売上高 19 百万円（2016 年 8 月期）

事業内容
生産（わさび）、消費者直売、
加工・製造

経営規模 畑 0.2ha

従事者数 5 人（うち女性 3 人。女性内訳：役員 1 人、管理職 1 人、一般職 1 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
介護休業、短時間勤務制度等の措置、時間外労働及び深夜業の制限

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室）

社長と女性スタッフの二人三脚で、わさびの魅力を伝える商品開発

岐阜県郡上市

※2018年3月現在
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農業における女性経営者の地位を確立し、地元女

性の活躍の機会を作りたいという夢を持ってはじ

めたが、当初は借金の返済もままならず、つらい

時期だったと紀子氏は話す。

そんな気持ちを変えたのが、三島氏のがんばり

だった。新商品のアイディアを出し、試作・試食

を重ねて開発、販売を手がけながら紀子氏のサポ

ート役として経営にも参画している。

紀子氏は「誰かが魂を注がないと、会社はすぐ

につぶれる」と考えており、経営者としての能力

向上・社員の経営参画・意欲の喚起に努めながら、

女性経営者として魂を注いで事業展開してきた。

２. 女性が働きやすい環境の整備

正社員・非常勤パートはすべて女性であること

から、女性が働きやすい環境や制度の充実に力を

入れてきた。紀子氏の子供2人はすでに成人した

が、もっと子供に関わる時間を作ればよかったと

感じていたこともあり、「5人の子供を抱えなが

ら店長を務める三島氏のがんばりに応えて、福利

厚生を充実させることが大切だと考えるようにな

った」と振り返る。子育てに配慮し、学校行事の

ある日に休暇をとれる形にしている。また、作業

着をピンクにするなど女性らしさを感じさせる労

働環境の整備、コミュニケーションの充実に努め

ている。

就業規則・育児介護休業規程・退職金制度はま

だ定めていないが、現在導入に向けて準備中であ

る。パートの正規雇用も視野に入れながら、高齢

化・過疎化が進む地元で女性の雇用促進を進め、

地域の看板となる企業を目指す。

３. 女性のアイディアを活かした商品開発

同社の「激ツンわさび餃子」「わさび塩＆クレ

ソン」などの商品は、紀子氏と三島氏の二人三脚

で企画開発したものだ。定番の「わさびのり」

「わさびみそ」も含めた商品が地元の直売所・店

舗・ホテルの朝食などに採用されるようになり、

売上増加につながった。

わさびは1年中収穫できるという強みがあり、

注文があるたびに加工することで、ロスを出さな

い。これまで開発した商品は廃版になったことが

なく、マスコミで何度も取り上げられているの

は、女性目線の商品開発が消費者に受け入れられ

た結果ととらえている。

2016年にはチューブ入り練りわさび「あらず

りわさび」を発売。市販の練りわさびに使われて

いるホースラディッシュ（西洋わさび）を使わ

ず、わさび100％で無着色、そして、常温で10

カ月保存ができる。本来の風味を味わえる製品に

するために、三島氏と共に1年半かけて開発した

自信作だ。常温で保存できる商品がどうしてもほ

しいという思いから生まれ、この商品で海外への

展開も可能となった。

夜中の12時過ぎに「商品アイディアが浮かん

だ」という連絡が届くこともあるほど、三島氏の

高いモチベーションに紀子氏は刺激を受けてい

る。こうした労働意欲は、代表者・女性経営者と

して理念を示してきた一定の成果であり、今後も

社員との高い信頼関係を構築していきたいと紀子

氏は意欲を示す。

審査委員の声
農業・経営ともに未経験だった代表森紀子

氏が、女性店長・スタッフと共にわさび屋の

経営に魂を注いでいる。女性店長は5人の子

の母であり、高いモチベーションで代表をサ

ポートしている。最初は「借金が返せればい

い」とつらかったが、「社員が一生懸命やっ

てくれるので、彼女たちのためにいっしょに

経営したいと意識がかわった」との言葉に感

銘を受けた。今後も地元女性と共に楽しみな

がら活躍されることを期待します。
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株式会社大雅は、岐阜市の北隣、山県市で有機

肥料・培養土などを製造・販売している肥料メー

カーである。創業は1890年と歴史は長く、肥料

の製造は1987年から手がけている。

イチゴ栽培に40年以上関わってきた実績を元

に、肥料・培養土は当初からイチゴ栽培用にしぼ

り込み、併せて生産指導を行いながら契約農家を

増やしてきた。契約農家は岐阜・愛知・静岡など

中部地方を中心に400軒以上、海外でのイチゴ

栽培指導も行っている。

2012年頃から「イチゴの観光農園ができるよ

う指導してほしい」との依頼が来るようになり、

成功に導いたことをきっかけに、代表取締役の江

﨑雅教氏は「自社で観光農園を運営したい」と考

えるようになった。

総務省の交付金「地域経済循環創造事業」に応

募して採択され、この交付金を使って2015年1

月、山県市てんこもり農産物直売所の隣接地に、

同市初のイチゴ狩り農園「やまがたいちご楽園

雅
みやび

」をオープンした。女性の力を活用し、2015

年度の売上は700万円、2016年度1,000万

円、2017年9月期には1,300万円に達した。

１. 経営者の理念・意識改革

雅教氏は「健全な土づくりは、健全な農産物を

生む。土を守り、土を健全にして、安心・安全な

作物を作る」という思いを持って肥料を作り、農

家に提供してきた。農家と共によい作物を作るた

め、雅教氏の弟で専務の広和氏がイチゴの栽培指

導・農業指導を担当。栽培土壌や水質の検査をし

て植物の状態を把握し、それを元に今何をすれば

いいのかを農家にアドバイスしている。

雅教氏は、夢として描いていた自社のイチゴ観

光農園が軌道に乗り始めたので、「次はイチゴを

山県市の名産にしたい」と考えている。

株式会社大雅

代表者名 江﨑　雅教 資本金 15 百万円

設立年 1969 年 11 月 13 日 売上高 235 百万円（2016 年 9 月期）

事業内容
生産（イチゴ）、消費者直売、
加工・製造、観光・交流

経営規模 畑 0.86ha、生産施設 1,600㎡

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

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
育児休業代替要員を確保

［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）、重労働等の業務改善

接客・発信・POP…女性の力で確実に成長するイチゴ狩り農園

岐阜県山県市

※2018年3月現在
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２. 女性が働きやすい環境の整備

イチゴ狩り観光農園「やまがたいちご楽園雅」

では、1,600㎡のビニールハウスの中で栽培し

た2～3品種のイチゴを収穫し、食べ比べもでき

る。高設栽培なので摘み取りが楽なことは特長の

一つで、作業もしやすい。通常の高設栽培は水耕

栽培がほとんどだが、有機肥料だけを使った栽培

をしているイチゴ狩り園は非常に少ないという。

肥料からこだわったイチゴは人気が高く、イチゴ

狩り体験の予約は1カ月先まで埋まっている。

2016年9月に元美容師の安田奈津樹氏が入

社、同年11月に結婚したことをきっかけに、

2017年に就業規則を改定した。育児・介護の規

則を新たに追加、休日を本人の家庭にとって都合

の良い日に設定することや、季節・仕事内容によ

って休日の取り方を自由にすることも取り決めた。

安田氏の入社半年後、観光農園の部門長として

登用し、収支計画・栽培管理・顧客対応・販売計

画の立案・顧客ニーズへの対応などすべてを任せ

た。また、農業関係のセミナーや交流会への参加

も促し、意識の向上とスキルアップに取り組んで

いる。

安田氏は2018年1月に出産し、産休・育休後

に復帰することになっている。その間は女性パー

ト主体で運営していく。

３. 女性たちが運営する観光農園

雅教氏は、「観光農園では接客はもちろんのこ

と、女性目線のポップやSNSでのこまめな発信

など、女性の視点が大いに役立っている」と断言

する。同社の売上が全体的に減少した中で、女性

が中心になって運営しているイチゴ農園だけ、売

上が伸びた点からも女性の力を感じているとい

う。2017年にはハウスを1棟増設した。

安田氏は「寝ても覚めてもイチゴ」という状態

で、イチゴ栽培と体験農園の運営に力を入れてき

た。同社の肥料の効果も相まって、観光農園で栽

培したイチゴは、「糖度が高くておいしい」と人

気がある。隣の直売所に出せばすぐ売り切れる

が、イチゴ狩り客のために必要な量を予測して確

保したうえで収穫することが求められており、そ

の加減が難しい。「バランスよく収穫できたとき

に、達成感を感じる」と安田氏は話す。

観光農園の来場者は3年で1.5倍に増え、年間

約1万人がやってくるようになった。遠方からの

観光客だけでなく、周辺の農家や住民にも人気が

あり、口コミが新たな顧客の紹介にもつながって

いる。好調な運営状況を見て、女性中心の運営方

法を学びたいという研修依頼が入るようになった。

４. 地域・社会への貢献

観光農園には年間1万人の来客があり、隣り合

う直売所の売上増加にも寄与している。観光資源

が少ない山県市にとって、大きな力となっている。

安田氏は地域の行事や懇親会に積極的に参加

し、地域との交流を図っている。また、山県市主

催する就農体験の受け入れや、地域のお見合いパ

ーティを農園で受け入れるなどの取り組みも行っ

ている。

審査委員の声
（株）大雅はもともと肥料メ−カ−であり男

性中心の職場だった。イチゴ栽培・観光農園

成功は社員安田奈津樹氏や女性パ−トの活躍

によるところが大きい。安田氏は2018年1

月出産。「社員ひとりひとりのつながりがあ

り良くしてもらい感謝している。育休後は復

帰したい」と語る。安田氏採用と同時に、女

性が働きやすい就労環境整備を行った点が大

きく評価できる。「働きたくなる」経営体で

ある。また彼女の笑顔に会いたい。
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生駒牧場は岐阜県富加町南部の集落に隣接した

混住地域にある。常時100頭前後の牛を飼養し

ており、現在の内訳は乳牛65頭・育成牛15

頭・繁殖和牛9頭・和牛子牛12頭など101頭と

なっている。

同牧場3代目である生駒一成氏の父の代は搾乳

牛のみだったが、経営継承後は自分たちに合った

経営を見つけたいという思いから経営全体を見直

し、搾乳牛を減らして乳肉複合経営へと転換した。

富加町内では高齢化・担い手不足により休耕地

が拡大していたため、近隣の休耕地を借り受けて

草地とし、自給飼料への切り替えを進めることで

現在の経営基盤を築いた。現在30％を自給して

おり、さらに増やす方向にある。

1995年にはさらなる経営安定を目指し、妻・

薫氏を中心に受精卵を活用した和牛子牛生産に着

手している。

現在育児中の次女が、いずれ牧場を継ぎたいと

いう意思を示しており、2～3年後には夫婦と次

女と従業員1人で経営していく予定。作業を効率

化し、利益を上げられる経営を目標とし、第3者

継承も視野に入れ、法人化を検討している。

１. 経営者の理念・意識改革

薫氏は名古屋の非農家出身。「酪農はやらなく

ていい」という条件で一成氏と結婚したが、義父

から子牛の哺育を任され、楽しさとやりがいを感

じるようになった。次いで義父から「経理をやっ

てくれないか」と頼まれ、簿記専門学校に通学し

て日商簿記3級を取得。期待をかけられたことで

農業参画への意識が高まった。

義父の死後、夫婦での経営を開始。労働力が1

人減ることは体力的にも精神的にも負担が大きか

ったため、経営全体を見直すことになった。徹底

的に話し合い、酪農専業からゆとりをもって経営

できる乳肉複合経営へと転換することを決めた。

規模拡大ではなく、1頭1頭の個体管理に力を入れ

生駒牧場

代表者名 生駒　一成 資本金 −

設立年 1951 年 売上高 97 百万円（2016 年 12 月期）

事業内容 生産（生乳、肉牛） 経営規模
田 12.3ha、畑 1.3ha、生産施設
1,950㎡、経産牛 70 頭、その
他（未経産牛 30 頭）

従事者数
4 人（うち女性 2 人。女性内訳：役員 1 人、一般職 0 人、常勤パート 
1 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
時間外労働及び深夜業の制限、家族経営協定締結

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

家族経営協定を原点に、新たな挑戦を重ね続ける

岐阜県加茂郡富加町

※2018年3月現在
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審査委員の声
バイタリティあふれる代表の妻・薫さん。

代表の一成さんはとても穏やかな方。1998

年に結んだ家族経営協定はいつもしているこ

とを文書化しただけだが、公に発表すること

で意識が変わり現在の経営に結びついている

という。牛を育てるのは女性が得意な分野。

いずれ農場を継ぎたいという次女に「こうい

うふうになれるよ。頑張ってやるといいこと

あるよ。」と伝えたいとのこと。「継ぎたくな

る」「渡したくなる」農業経営体である。

ていく方針をとった結果、経営状況は良くなった。

薫氏は全国の女性農業者が参加する講座を受講

し、自信に満ちた女性農業者との出会いに刺激を

受け、「パワフルで誇り高い女性農業者になりた

い」と考えるようになった。

1998年には地域で最初に家族経営協定を結

ぶ。取り組んでいたことを文書化したことで、意

識が変わったという。夫婦の役割分担が明確とな

り、それぞれが仕事への責任を持って作業に取り

組むことにつながった。作業は完全な分業制で、

明確に分かれている。一成氏は畜産部門の搾乳・

地元に還元する堆肥の管理・牧草生産、薫氏は育

成・子牛の哺育・繁殖・経理を担当する。

「家族経営協定は現在の経営の原点。作ること

で、必ず効果はある」と薫氏は評価する。

２. 女性が働きやすい環境の整備

家族経営協定を結び、就業条件を決めたことに

より、余暇が確保できるようになった。余暇の活

用法として団体の役職は受けるよう心がけ、現

在、岐阜県女性農業アドバイザー・酪農教育ファ

ーム理事などを務めている。

効率化にも力を注いでいる。2015年度の経産

牛平均飼養頭数は63.3頭と平成20年度と比較し

て26.3頭増加したが、ヘルパー制度の導入や雇用

によって労働力員数は3.1人（2,000時間換算）

となり、2008年度の4人から減らすことができた。

３. 女性の活躍による経営改善

乳価が年々低下する状況下で、酪農以外に所得

を求めて模索した結果、行き着いたのは和牛受精

卵を利用した和牛子牛の生産である。薫氏は

1998年から99年にかけて、家畜人工授精師・

受精卵移植師の資格を取得して取り組み始めた。

人工受精師の資格取得に加え、2004年に乳用

牛群検定を導入したことで、1頭あたりの受胎に

要した種付け回数が2.3回と、以前に比べ飛躍的

に向上した。3回以上種付けする割合は年々減少

しており、繁殖成績が改善されている。

「育てることは女性に向いた分野なので、酪

農・畜産は女性に向いている」と薫氏は話す。酪

農には関わらないはずだった薫さんが引き込まれ

たのが、義父から子牛の哺育を任されたことがき

っかけだったことからもうかがえる。

４. 地域・社会への貢献

畜産は富加町の町の基幹産業だったが、現在は

酪農2戸・肉用牛2戸・養豚1戸・養鶏2戸に減

少した。町内の子供たちが畜産にふれる機会も少

なくなっていたため、教育委員会と連携して富加

小学校の3年生を対象とした3日間程度の酪農体

験を、2003年から積極的に受け入れている。生

きものとのふれあいを通じて、命と食の大切さに

ついて伝えている。2008年度には酪農教育ファ

ームの認証を受け、酪農の現場を理解してもらう

努力をしている。

岐阜県農業大学校の先進農家派遣学習では毎年

1週間から1カ月、畜産を専攻する学生を受け入

れており、どの牧場でも通用する人材を育成する

ことを心がけて取り組んでいる。

農協管内で酪農を目指す就農希望者を雇用し、

担い手育成にも寄与している。
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株式会社上田商店は、代表者の父である上田久

和氏がひとりで営んでいたサツマイモ栽培・干し

芋加工業を、4人兄妹の次女と次男によって

2016年に法人化した。代表は末っ子の上田圭佑

氏、専務は代表者の姉にあたる橘麻衣氏、常勤パ

ートに両親と合計4人の家族経営で、サツマイモ

の収穫時期には10年以上勤務するベテランパー

トの女性3名が加わる。

同社のある志摩地方では、地元で古くから栽培

されるサツマイモ・隼人芋を使った干し芋「きん

こ」が一般家庭で作られていた。きんこの名前

は、形や干している風景が干しなまこに似ている

ことに由来し、地元の海女さんらの冬限定のおや

つとして親しまれてきた。メイン商品である独自

の熟成製法で製造する無添加の「きんこ芋」は、

代表者の父・上田久和氏が失敗を繰り返しながら

約6年の歳月をかけて商品化し、1980年より青

果市場にて本格的な販売を始めた。2013年に

は、直接買いたいという一般のお客様からの要望

が増えたことを受け、インターネットショップで

の自社販売を開始した。2014年からは製菓衛生

士の資格を持ち、県内の洋菓子店でパティシエを

務めた麻衣氏が、自家栽培の隼人芋やきんこ芋を

使ったスイーツを開発。「芋蜜しろっぷ」、「きん

こ芋ちっぷす」などのヒット商品が生まれ、全商

品が完売するほどの好評を得ている。こうした経

緯があり、さらにサツマイモの生産量を増やし、

新たな農地を取得しやすくなるよう法人化に踏み

切った。

１. 経営者の理念・意識改革

麻衣氏が父の仕事を手伝うようになったのは、

2番目の子供を出産した2011年。その頃は、家

事と育児に追われる毎日で、社会から置いてきぼ

りにされたような寂しさを感じ、自信が持てず落

ち込んでいた。そのやるせない思いから救ってく

株式会社上田商店

代表者名 上田　圭佑 資本金 50 万円

設立年 2016 年 10 月 3 日 売上高 10 百万円（2017 年 7 月期）

事業内容
生産（サツマイモ）、消費者
直売、加工・製造、飲食

経営規模 畑 0.7ha

従事者数 4 人（うち女性 2 人。女性内訳：役員 1 人、常勤パート 1 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
子連れ就業を許可

頑固な職人肌の父とパティシエの娘がコラボする農家スイーツ

三重県志摩市

※2018年3月現在
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れたのが、父の作るきんこ芋だった。結婚を機に

実家を離れたからこそ、幼い頃から身近にあった

きんこ芋の魅力に気付くことができたという。

「自分を育ててくれた父の干し芋、さらには志摩

の干し芋文化を守っていきたい」と父の仕事を継

ぐことを決意した。

麻衣氏は加工から販売、時には生産とほとんど

の仕事をこなしているが、母親のサポートのおか

げで育児と仕事が両立できた。現在は10時～17

時まで仕事、17時以降は家族と自分の時間を大

切している。同社の今後のビジョンは、後継者が

減少していく干し芋製造をビジネスとして成功さ

せ、地元の若者の雇用を生む事業にすること。そ

して育児をしながらの限られた時間でも仕事がし

やすいという麻衣氏が実感した農業の加工・販売

の現場を、子育て世代の母親に知ってもらい、地

元女性を巻き込んだ新しい農業ビジネスを展開し

たいと考えている。

２. 女性の視点でヒット商品を開発

干し芋スイーツの開発・製造は麻衣氏が父の意

見を取り入れながら行う。ヒット商品「芋蜜しろ

っぷ」は、父が20年以上研究していた芋飴をシ

ロップ状にし、ヨーグルトやアイスクリームなど

様々な料理に活用できるようにアレンジした。

「きんこ芋ちっぷす」は、“干し芋は食後に歯に残

る”という女性の意見を反映し、カリッと歯切れ

のいい食感にこだわったフライドチップスで、砂

糖不使用・ヘルシーな米油使用でカロリー控えめ

と、女性を意識した商品作りになっている。ほか

にも、芋蜜しろっぷを使ったロールケーキやプリ

ン、ソフトリーム、干し芋をベルギー産チョコで

コーティングした「きんこ芋ちょこれーと」など

がある。頑固な職人肌の父のこだわりがつまった

既存商品を麻衣氏がバージョンアップしたこと

で、干し芋スイーツの発売前よりも売上が３割近

く上昇した。

３. 若い女性農業者が夢をもてる 
ビジネスのお手本に

干し芋スイーツは「ちょっと雅な農家スイー

ツ」がコンセプト。パッケージのアイディアや商

品撮影も麻衣氏が手掛け、女性の目を引く“イン

スタ映え”するデザインを意識している。カフェ

スペースを設けた直売所に訪れるのは20～30

代の女性が中心で、見た目もかわいらしい商品の

写真を撮ってSNSで発信する客も少なくない。

そんな麻衣氏のセンスある売り出し方に加え、姉

弟で運営するようになってからは地元のイベント

に積極的に出店し、観光協会や商工会との連携が

できたおかげでメディアに取材される機会が多く

なり、父の時代には少なかった若い女性のファン

を増やしている。

「大好きな地元での農業、しかし都会にも憧れ

る若手女性農業者の『葛藤』を商品の中で表現し

たい」と麻衣氏。地元で農業をしながら都会に負

けないスイーツを作り、地方から全国に発信する

ことで、若い女性農業者のモチベーションを刺激

し、彼女たちの目標となるビジネスモデルを提示

していきたいと語る。

審査委員の声
頑固な職人肌の父親の作る農作物の良さに

気づいたパティシエの娘が、付加価値をつけ

た商品にバージョンアップさせ、実家の事業

を盛り上げようとする姿は家族経営の事業継

承と女性活躍の両方を実現した形で新鮮な驚

きがあった。地元への愛着と都会への憧れに

葛藤する若手女性農業者に、都会に負けない

くらいのスイーツを作り、地方から全国に発

信することで彼女たちのモチベーションを刺

激し、彼女たちの目標となるビジネスモデル

を提示したいと語る娘の目が輝いていたのが

印象的であった。
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株式会社農夢は、京都府綾部市にある農業法人

である。京野菜のひとつである「京みず菜」の栽

培が中心で、売上の96%を占める。現在、4つ

の圃場と89棟の栽培ハウスを擁し、その生産量

は年間145tにのぼる。

品質には「一番になるんや」との意思で、徹底

的にこだわっている。ハウス栽培は「土づくりか

ら」と、自家製完熟堆肥を毎作ごとに投入。ハウ

ス入り口などに防虫ネットを設置して害虫の侵入

を防ぐなどし、農薬の使用も極力抑制している。

収穫された水菜は、甘くて苦味が少ないことか

ら、最高級品として高値取引されている。

法人設立は2007年10月。第三セクター方式

で、設立時の資本金は京都府や綾部市からの出資

を受けている。

人員構成は、代表取締役の四方勝一氏をはじめ

役員が3名（男性のみ）。正社員は9名（女性3

名）。常勤パートは38名で、うち33名が女性と

なっている。

１. 経営者の理念・意識改革

同社は、過疎化が懸念される同地域において、

高齢者を活用した地域活性化と、農業大学校との

連携を含めた次世代の農業従事者を育成するなど

の目的で設立された。

もともと農村地帯であり、農業に従事する女性

が多かった。その経験を活かせることから、生産

部門のパートは創業時から女性がほとんどを占め

ている。

ナイフを使った収穫や袋詰め、出荷作業は、繊

細で丁寧な作業が必要であり、機械化が困難であ

る。また、細やかな出荷調整も農業のスキルが求

められる。そこで活躍しているのが、女性の常勤

パートである。長年の農業経験が、品質保持に大

きく貢献。2013年と2014年には、京都府特産

物育成協議会京野菜品評会「みず菜の部」で優秀

賞を受賞した。

また、店頭で野菜を購入するのは主に女性であ

るため、袋詰めの美しさ等には、女性スタッフの

意見を反映。量も当初は1袋200gだったが、

「多くて使いきれない」との声から、現在は150g

株式会社農夢
代表者名 四方　勝一 資本金 71 百万円

設立年 2007 年 10 月 25 日 売上高 103 百万円（2017 年 3 月期）

事業内容
生産（水菜、壬生菜、ホウ
レンソウ）、消費者等に直売

経営規模 田 5.56ha

従事者数
51 人（うち女性 36 人。女性内訳：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だ環境整備］
施設設備関係（トイレの水洗化）、重労働等の業務改善

高品質な「京みず菜」の生産で地域雇用を創出

京都府綾部市

※2018年3月現在
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としている。

こうした一連の取り組みから、2017年、創業

10年にして初めて売上１億円を突破した。

２. 女性が働きやすい環境の整備

労働力の大多数を占めるのが女性の常勤パート

である。水菜のハウス栽培は他の農作物に比べ

て、重労働が少なく、高齢の女性でも無理なく作

業ができる環境である。それに加え、作業台の高

さ調整や機械設備の整備などで、労働環境の改善

に適宜取り組んでいる。

また、衛生面や働きやすさ対策として、ハウス

に隣接して清潔な水洗トイレを完備したことが、

好評を得ている。

器具用具の工夫も積極的である。一輪車やベス

ト等に改良を加えるなど利便性向上の取り組みもな

されている。これらの「便利機能商品」は、業者の

協力のもと、将来的には商品化も視野に入れている。

今後は、機械化できる部分は機械化を推進し、

省力化でさらに女性に働きやすい職場づくりを目

指している。

また業務には直接関係がないが、常勤パートは

高齢者が多いことから、休憩時や昼食時は、会話

を楽しめるコミュニケーションの場ともなってい

る。同様の理由で親睦会等を開催し、組織の活性

化を図っている。

３. 女性のスキルアップ

キャリア形成の取り組みとして、本人のやる気

があれば未経験者でも積極的に登用するなど、昇

進・昇格や、パートからの雇入れも行っている。

たとえば現在、パートを束ねているのは入社10

年目の女性社員で、2年前に係長に昇進した。

作業については、全体を4班に分けてそれぞれ

にリーダーを定め、リーダー中心に作業を進めて

いる。個人の能力に応じた作業内容を割り振り

し、チーム内で互いが切磋琢磨することにより、

スキルアップに貢献している。

パートリーダーは、実際に商品が並ぶ市場や、

納入先の一流ホテル等を視察することで、労働意

識を高めている。定期的に開催している作業講習

会では、生産性向上を目指した取り組みを実施。

勉強会では、雇用や商品開発、女性の農業参画等

についてのディスカッションを行うなど、意識向

上に努めている。

これらの取り組みにより、出荷量は前年比5%

増加した。

４. 従業員に関わる制度

パート従業員の雇用については、毎年4月1日

付で年間雇用契約を締結。午前のみの出勤など、

家庭の都合に合わせた柔軟な出勤形態や、休日の

届け出制等を導入することで、安心して長期間勤

務できる労働環境を実現している。

休日と日曜は割増賃金とし、年末の繁忙時には

一時金も支給している。

また現在、2名在籍するフルタイムパートは、

社員と同様に社会保険や厚生年金に加入し、健康

診断も受けている。

柔軟な労働環境が功を奏し、高齢者のみなら

ず、子育て世代まで幅広い層の雇用を確保。2017

年は前年比で5名増員となった。

審査委員の声
高齢者の生きがい就農が人生100年時代に

は求められる。農夢で働く女性たちが自分のみ

ず菜が使われる京都の一流ホテルへ視察に行

ったり、食卓での使用分量から袋詰め量を提

案をするなど、社会とのつながりを実感し自信

を得ていくプロセスは一つのモデルとなる。ど

のような農作業や「便利機能商品」が開発さ

れていくかも楽しみである。夫の扶養家族から

はずれて子育て世代が働き始める新しい展開

に期待したい。
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株式会社早
そう

和
わ

果樹園は、日本有数のみかんの大

産地・和歌山県有田市にて温州みかんの生産・加

工・販売をおこなう。創業は1979年、専業農家

7戸が集まった「早和共撰組合」が原点である。

そして2000年に法人化し、後継者4名を含む総

勢17名でスタートした。現在は、後継者らが中

心となって会社を経営しており、従業員数は70

名まで拡大。その6割を女性が占める。栽培面積

8haで温州みかん（約200t）などを生産し、自

社ブランド「味まろみかん」や「味こいみかん」

として販売する。代々培われてきたみかんの栽培

法に加え、ICT農業システムを導入するなど、先

進的なみかん栽培を進めている。2003年からは

農産加工を開始。美味しいみかんだけを利用した

100%ジュース「味一しぼり」や、果汁を90%

以上使用した濃厚みかんゼリー「味一ジュレ」な

ど、有田みかんを使った多様な商品を展開する。

特にギフト用商品が人気となり、2016年６月期

の売上高は7億8,155万円と、前年より1億円

以上増加した。「にっぽんの美味しいみかんに会

いましょう」を社是とし、みかん産業のリーディ

ングカンパニーとして日々進化する同社。幅広い

世代の女性たちによる活躍がその原動力となって

いる。

１. 経営者の理念・意識改革

同社では、若手から中堅層、シニア層まで幅広

い世代の女性が働く。同社の礎を築いてきたの

は、創業メンバーの7組の夫婦。当時から専業農

家として夫婦で農作業に従事していたこともあ

り、7名の女性たちは夫と共同で薬剤散布や摘

果・収穫作業をおこなうほか、荷造り・選別など

細やかな仕事を中心的に担ってきた。また、加工

株式会社早和果樹園

代表者名 秋竹　俊伸 資本金 85 百万円

設立年 2000 年 11 月 1 日 売上高 781 百万円（2016 年 6 月期）

事業内容
生産（温州みかん、黄金柑、
清見）、消費者直売、加工・
製造

経営規模

樹園地 8ha、加工施設 1,000㎡
（搾汁、ジュース・ゼリー・ジャ
ム・ポン酢・アイス等製造）、
直売所 10㎡（27 種類）

従事者数
70 人（うち女性 42 人。女性内訳：管理職 2 人、一般職 19 人、常勤 
パート 21 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
介護休業

［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）、重労働等の業務改善

社員食堂が人気！ 若手からシニア層まで幅広い世代が活躍

和歌山県有田市

※2018年3月現在
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事業を始めてからは、ジュースのビン詰め、ラベ

ル貼りなどの場内業務も担当。仕事に対して常に

粘り強く、長年培ってきた知恵や卓越したスキル

は同社の発展を支えてきた。

その後、加工品の販売が拡大するにつれて、近

隣の主婦層を中心にパート従業員の雇用が拡大。

創業時より女性中心の体制をとっていたこともあ

り、個人にあった働き方を推奨した。結果的に、

結婚・出産などで企業を離職していた地元の優秀

な人材が集まり、希望者は正社員として迎え入れ

た。また、数年前からは新卒採用を積極的に開

始。2017年度には4名（うち女性3名）を採用

した。現在では、20代が全体の3割を占め社内

の雰囲気も一気に変わったという。

女性が働く現場は、生産、加工品製造、出荷、

営業、総務など多種多様。男女関係なく適性に合

わせて配属している。

２. 女性が働きやすい環境の整備

産前産後休業、育児・介護休業制度を整備。正

社員・パート従業員の区別なく、育児や介護など

が必要であれば、出退勤を調整する。また、地域

には未就学児のいる女性も地域には多く、短時間

勤務などで積極的に募集している。

生産現場では、AT限定免許の女性でも作業で

きるようATの軽トラックを導入。男女別のトイ

レやロッカーも設置した。

2017年には、創業メンバーの女性たちの新た

な職場として、100%子会社の「株式会社早和

なでしこ」を設立。休憩室の一角を利用して、社

員食堂として昼食を提供している。メニュー開発

から材料の調達、調理はすべて女性たちが担当

し、毎日40食ほどをつくる。新たな女性活躍の

場となっているほか、社員には食生活改善や、家

事軽減につながると好評だという。本人の意向を

尊重し「働きたいだけ働いてもらう」が同社の基

本方針。「仲間と一緒になんでも言いたいことを

言い、よく笑う。それが楽しく長く仕事をしてい

く秘訣」と最高齢の80歳女性は話す。

３. 女性のキャリア形成

課長5名のうち2名は女性だ。特に、出荷やお客

様対応など女性の細やかさが発揮できる部署では、

女性を積極的に課長や主任など管理職に登用する。

現場でのコミュニケーションが円滑になり、職場環

境を理由とする離職はほとんどなくなった。また、

女性課長を中心に母の日向けのネットショップ限定

商品を開発。小さくて可愛いギフト用のゼリーセッ

トは大ヒットし、1,200セットを販売。ネットシ

ョップの売上は前年同時期と比べ8倍となった。

また、生産現場8名のうち2名は女性だ。女性

のがんばりに負けていられないと職場に相乗効果

が表れているほか、彼女たちに憧れて生産現場を

希望する学生も増えているという。

同社では、外部の研修会などに、新入社員から

管理職まで男女問わず幅広く出席させている。社

内に若い人材が増えてきた時期から、会社の雰囲

気にも活気が出て、販売先からも「会社の雰囲気

がいいですね」と言われるほど、よいサイクルが

生まれている。若手社員たちには、今後さらなる

活躍を期待している。

審査委員の声
専業農家７組の夫婦が創業メンバー。６次

産業化を成長軌道に乗せ、後継者も次世代に

うまく引き継がれていて、みかん農業のリー

ディングカンバニーとしての意識と責任が強

い。創業時より女性中心の体制がとられてい

るので、希望に合った就業形態が選択できる

ため、男女関係なく地元の優秀な人材の確保

に繋がっている。また、課長や主任などの管

理職に女性を積極的に登用し営業や商品開発

で成果をだしており、まさにダイバーシティ

を実践する農業法人である。

2017年度 農業の未来をつくる女性活躍経営体100選
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有限会社安富牧場は、1950年に岡山県岡山市

の農村部にあたる足守地区で創業した。最初は、

酪農（乳牛3頭）と、稲作、養鶏の複合農家からス

タートし、地域で酪農家が減少するなか徐々に頭

数を増やし、現在は3代目となる安富照人氏が代

表を務める。乳価が低迷する中、牛乳の付加価値

を高めることを目指すとともに、牛乳そのものの

おいしさを味わってもらいたいとの思いから、現

代表である照人氏の就農と同時に岡山県初となる

アイスクリームの製造部門を立ち上げ、2004年

に法人化した。

約100頭の乳牛を飼養するほか、堆肥販売や

貸農園の運営、自社加工場でのアイスクリーム製

造をおこなっている。アイスクリームは16種

類、ジェラートが22種類、ソフトクリームと種

類豊富で、牧場内の「ファミーユ足守本店」のほ

か、岡山市内の直営店２店舗やインターネットで

販売している。銀行の株主優待ギフトカタログに

掲載されたことで、アイスクリームの注文数は激

増。2016年12月期の売上高は1億6,293万円

と前年同時期を大きく上回った。

また、地域社会に信頼、愛される存在を目指

し、「地域、信頼、思いやり」の理念のもと、酪

農教育ファームの認定牧場として、小中高生の体

験受け入れも積極的におこなっている。

役員は代表夫婦とその両親が務めており、従業

員14名は、正社員5名（男性1名、女性4名）、

常勤パート9名（男性1名、女性8名）である。

１. 経営者の理念・意識改革

同社の主力商品は「小さな酪農家のまじめなア

イス」である。「酪農家しかできないことを大切

にする、素材の牛乳をいかし、不必要な味付けや

有限会社安富牧場

代表者名 安富　照人 資本金 3 百万円

設立年 2004 年 4 月 1 日 売上高 163 百万円（2016 年 12 月期）

事業内容
生産（生乳）、消費者直売、
加工・製造、体験・交流、
飲食、貸農園

経営規模
加工施設 100㎡（アイス製造）、
直売所 15㎡（約 40 種類）、畜舎
748㎡、経産牛 60 頭

従事者数
18 人（うち女性 14 人。女性内訳：役員 2 人、一般職 4 人、常勤パート
8 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
産前産後休業、育児休業

［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）、重労働等の業務改善

女性がいきいきと働く小さな酪農家のアイスクリームショップ

岡山県岡山市

※2018年3月現在
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加工は行わない」というこだわりを名前に込め

た。この商品を求めて牧場に足を運ぶ客も多く、

加工品の販売拡大は牧場の飼養頭数増加にもつな

がっている。

アイスクリーム部門を立ち上げた当初から、女

性従業員が製造に携わり、品質管理を担ってい

る。代表の母で取締役の美智子氏は、従業員が気

軽に提案や相談ができる「風通しの良い職場」に

努めており、目配り、気配りを欠かさない。法人

化したのも、従業員の人材育成と労働環境を整備

することが大きな目的であった。

現在、アイスクリームの加工・販売部門の従業

員は全て女性。彼女たちがいきいきと働くことの

できる環境づくりが不可欠であると考え、社長の

みならず役員も、経営や人材育成に関する勉強会

等に参加するなど、意識改革に取り組んでいる。

２. 女性が働きやすい環境の整備

就業規則には産前産後休業や育児・介護休業の

規定を定めており、産前産後休業、育児休業の取

得実績もある。

同社では、2007年から6年間、社内にコーチ

ングの顧問をおき、働きやすい職場環境づくりに

取り組んできた。顧問の提案により、朝礼での経

営理念唱和や、週1回の面談を取り入れたほか、

社内の５Ｓ活動、チェックリスト作成などにより

労働環境も改善。社長と従業員、そして従業員間

での円滑な意思疎通が図れる体制を整えた。現在

では、年１回、役員と従業員との面談をおこな

い、従業員に応じた働き方ができるように、仕事

や生活に関する状況を聞き取っている。

また、年に1回の親睦旅行や、従業員の誕生日

に皆でうどんを食べる「お祝い会」をおこない、

社内での親睦を深めている。これらは女性従業員

の企画を実現させたものであり、従業員が日々、

楽しく仕事に取り組むことができるようになった

という。

３. 女性のキャリア育成

能力や実績に応じて昇給やパートから正社員へ

の雇い入れをおこなっているほか、品質管理の資

格を持つ従業員には、資格手当を支給する。

店舗の運営やWEBサイトのディレクションな

ど、新しい取り組みなどは、役員を含む女性の推

進力によるところが多い。アイスクリームのメニ

ューは女性従業員が考案しており、「足守メロ

ン」「岡山いちご」「岡山のもも」「岡山ピオー

ネ」「黒豆きなこ」など、地域の特産品を積極的

に商品に取り入れ、根強いファンを獲得してい

る。アイスクリームの販売は売上全体の6割を占

め、牧場のブランド価値も高める。

また男女問わず、外部研修への参加を促し、能

力の向上を図っている。外部研修に参加した従業

員は、レポートを作成し、ミーティングで必ず報

告する。他の従業員への情報共有のみならず、報

告者にとっても、自分の言葉で周りに物事を伝え

る良い機会となっている。従業員の能力・実績

は、男女の分け隔てなく評価し、昇給・昇格させ

る。楽しく仕事を続けながら、自己実現できる環

境を整え、従業員のモチベーション向上につなげ

ている。

審査委員の声
安富照人社長と父の会長が酪農生産部門を

担当する一方、会長の妻で取締役の美智子氏

がアイスクリーム製造販売、そして経理・労

務管理などを担当する。ネット通販を含めた

アイスクリーム製造販売は美智子氏のリーダ

ーシップの下、すべて女性従業員が行い、法

人の成長をけん引している。社員教育では美

智子氏の人脈で招いた乳業メーカーの元幹部

による社員コーチングを実施、現在もこの講

師が作った製造日誌やチェックリストなどが

活かされているという。
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有限会社平田観光農園は、会長の平田克明氏の

両親が1955年に始めた1haの観光リンゴ園を

起源とする。両親は地域農家の組合でブドウの栽

培も手がけるが、1984年に高齢化によりブドウ

栽培を打ち切ることになった。一方、克明氏は地

元を離れて国の農業試験場に勤務し、長野県にお

ける巨峰の産地化など業績を残していた。しか

し、故郷からブドウ園が消えることを惜しみ退職し

て同社を設立、観光ブドウ園を開くこととなった。

翌年から果樹の栽培品目を増やし（現在14種

150品目、樹園地833ha）、イチゴの施設栽培

を始めたほか、1991年に果実の加工組合を設

立。これにより、通年雇用の経営体制を築いた。

観光農園内にはショップ、カフェレストラン、体

験施設を併設し、年間来園者は20万人。また、

2008年には長野県にドライフルーツ加工会社を

設立し、2015年に長野駅構内には直売店を出店

するなど、グループ会社は5社に及ぶ。売上金額

のおおよその内訳は、果実販売が5割、飲食と体

験が2割ずつ、加工が1割となっている。

かたわら克明氏は地域活性にも心を砕き、

2016年に生活インフラを支える地域マネジメン

ト会社を設立。廃校を活用した体験交流施設も運

営し、地区の人口を維持しているという。

１. 経営者の理念・意識改革

社訓は「忠恕」（真心と思いやりの心）。経営理

念は「自然の語らいとともに、四季を通じお客様

へ信頼の味をお届けし、夢のある新しい農業を目

指す」とする。同社はブドウ園の観光化でスター

トしたが、観光化には「農家の収益率を上げる」

という明確な意図があったという。モノを売るの

ではなく、コト＝体験や加工品を売ることで収益

率を大幅に上げ、夢のある農業を追い求めてきた

有限会社平田観光農園

代表者名 平田　真一 資本金 10 百万円

設立年 1985 年 8 月 1 日 売上高 145 百万円（2017 年 5 月期）

事業内容
生産（イチゴ、ブドウ、リ
ンゴ）、消費者直売、加工・
製造、観光・交流、飲食

経営規模
畑 55ha、樹園地 833.7ha、加
工施設 253.7㎡（ドライフルー
ツ）、直売所 219㎡（約 70 種類）

従事者数 25 人（うち女性 13 人。女性内訳：一般職 6 人、常勤パート 7 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・野外トイレ）

男女関係なく有能な人材を求め、農業経営者として育成

広島県三次市

※2018年3月現在
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のだ。

社員の位置づけにも理念がある。広く有能な人

材を求め、農業経営者として育て独立させること

を社是としている。そのため、男女の別なく社員

ひとりひとりが、生産から販売、体験サービス、

企画や経理事務まであらゆる業務を経験する。こ

れまでに6組が社内結婚して独立。子会社の経営

を任されている例もあれば、他県でイチゴやメロ

ン栽培を始めた例もあるという。

なお、現社長は克明氏の長男の真一氏だが、常

務取締役は社員から育てられた他県出身の人材

で、長野県のドライフルーツの子会社社長を兼任

している。

２. 女性の採用と登用

すべての社員があらゆる業務を経験する「農業

経営者塾」のような同社において、仕事の分野に

男女の別はない。しかし結果として、女性が男性

よりも抜きんでて能力を発揮する分野が多いとい

う。その分野は観光農園としての同社のブランド

デザインを形成するもので、商品開発の企画、セ

ールスプロモーションには女性社員を積極的に登

用している。

農園内でも、案内や販売、体験などの接客にお

いて、柔らかな物腰や丁寧な話し方、安全や快適

さの目配りなどにおいて、女性社員が活躍してい

るという。園内の案内ボード、日々更新される情

報のポップなどは女性社員の手作りで、可愛いイ

ラストを添えるなど女性の感性が光っている。カ

フェのメニューや体験プログラムも、女性客や親

子連れの客と目線が近い女性社員のアイディアが

採用されることが多いという。

ブランドデザインをさらに磨くため、同社では

2015年にデザイン部を設け社員を募集。結果と

して女性が採用された。HP、チラシやパンフレ

ット、季節の通信など印刷物のデザインはこの社

員が中心となって担い、客からは「雰囲気がよく

なった」と好評だという。

３. 女性が働きやすい環境の整備

産前産後休業、育児休業などの制度があるが、

これまでに利用した社員はいない。というのは、

これまで結婚した社員は退社し独立しているため

で、現在の一般職の社員は男女ともにすべて独身

だという。

設備面では、女性用更衣室、休憩室、男女別洗

浄機つきトイレ（屋内、野外）などが整備されて

いる。また中山間地の農園は冬には積雪もあり、

冬季は農園近くにアパートを借り上げ、雪道の自

動車運転の経験がない女性社員が利用できるよう

にしている。

生産部門では、扱いやすい電動式農機具の導入

を進めている。落ち葉掃きなどに使用するブロアー

は、燃油を使うエンジン式のものから電気バッテ

リー式に切り替え、果樹の剪定はさみも電動式に

し、握力が小さくても作業効率を上げられるよう

改善した。こうした改善は生産現場の安全性を高

め、より働きやすい職場づくりにつながっている。

審査委員の声
農学部出身で国の農業試験場で研究を続け

てきた平田克明会長の果樹に関する豊富な知

見が、14種150品目という豊富な商品群な

どに活かされている。また、女性を含めた若

い才能を見出し、地域農業の担い手育成に力

を入れていることも特筆される。息子の真一

社長の現代的なビジネスセンスを背景に、特

に販売、加工部門では芸術大卒のデザイナー

を含め女性の感性が全面的に発揮されてい

る。観光農園のため施設建物が充実してお

り、女性の働きやすさも明らかだ。
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農事組合法人ファーム・おだは、広島県東広島

市河内町小田地区13集落の農家の9割以上であ

る151戸を構成員とし、2005年に設立された

集落営農法人である。小田地区の農業は水稲が主

だが、1筆の平均面積は13aの棚田で、法人設立

前のアンケートでは6割が「10年以内に農業を

やめたい」と回答。小学校や診療所も閉鎖され、

集落崩壊の危機に直面していた。そこで、地域の

持続のため13集落の自治組織「共和の郷・お

だ」が誕生、同法人はその農業部門との位置づけ

で設立された。事業所は旧JAの施設を利用して

いる。

集積した農地は103ha（法面を除く耕地は

86ha）で、水稲、大豆、小麦、ソバ、新規需要

米のほか、2.5haで野菜の露地、施設栽培も行

っている。2012年には、米粉パンを製造販売す

る「パン＆米夢（パントマイム）」を設立。粉の8

割に小田産の米粉を使用し、小田産米の高付加価

値化とブランド化に貢献している。

2016年のおよその売上金額は、農産物8,410

万円、米粉パン1,800万円となっている。

１. 経営者の理念・意識改革

「共和の郷・おだ」は廃校を活用した地域セン

ターを拠点に、診療所を開設するなど、集落営農

の他にもさまざまな活動を行っている。その地域

経営のビジョンは、①生活環境の保全、②雇用の

場づくり、③安心づくり、④情報発信のシステム

づくり、⑤交流の場づくり、⑥歴史文化の継承づ

くり、⑦たのしく楽にできる農業づくり、を7本

柱とする。

農事組合法人ファーム・おだ

代表者名 森原　敏昭 資本金 12 百万円

設立年 2005 年 11 月 12 日 売上高
102 百万円（2016 年 12 月
期）

事業内容
生産（コメ、野菜、大豆、麦）、
消費者直売、加工・製造、
観光・交流、作業受託

経営規模
田 103ha、加工施設 79㎡ 

（米粉パン製造）、直売所 16㎡
（約 45 種類）

従事者数
47 人（うち女性 13 人。女性内訳：役員 2 人、管理職 2 人、一般職 6 人、
常勤パート 3 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
産前産後休業、育児休業、看護休暇、短時間勤務制度等の措置、時
間外労働及び深夜業の制限、母性健康管理のための措置、育児休業
代替要員を確保

［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）、重労働等の業務改善

米粉パンで女性の雇用創出！ 楽しく明るい地域づくりへ

広島県東広島市

※2018年3月現在
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営農改革においては、各戸が所有していた農業

用機械を、トラクター、田植え機、コンバイン各

3台のわずか9台に整理し大幅に経費を削減し

た。また土壌改良にも取り組み、広島県の特別栽

培米の認証を取得。大ロットで販売できる有利さ

もあり、収益性は段違いに向上した。

また雇用の場が生まれたことにより、後継者世

代のUターンや Iターンの動きも見られるとい

う。ただし現在はすべての雇用が時給制（一律

1,000円）のため、若い世代が働き続けるには

課題もある。今後、国の圃場再整備事業の導入な

どで作業の効率化と収益増を図り、一部で固定給

与制を目指したいという。

２. 女性の採用と登用

同法人の理事15人のうち2人が女性である。

総務・管理、野菜生産の部門でそれぞれ実務に当

たり、経営に活発な意見を寄せている。ともに

65歳以上で、構成員の農家女性の意見を吸い上

げる役割も担っている。小田地区の農家はほとん

どが小規模な兼業農家で、農業を実際に担ってき

たのは女性たちであった。集落営農化を進める過

程で、最終的な決断を下したのは女性であったと

いう。女性理事の存在は、こうした背景からも単

なる名目だけの役職だけではないことがうかがえ

る。また、法人となったことで、それまでは「家

の仕事」だった除草作業などにも作業実績として

賃金が支払われるようになり、女性たちの収入源

へとつながった。

現在、女性が主として活躍している現場は、米

粉パンの製造販売である。米粉パンはもともと、

廃校の調理室で女性グループが菓子などと一緒に

作っていた。やがて岡山の製粉工場との出合い

で、グループの有志が本格的な米粉パン製造を決

意。6次産業化を考えていた同法人の支援で加工

施設と店舗を新築し、「パン＆米夢」が誕生した。

現在、製造販売に従事しているのは8名で、す

べてが女性だ。そのうち4名はかつての女性グル

ープのメンバーで65歳以上。他の4名は30代

以下で、米粉パン製造という仕事に夢を抱き小田

地区外から通う元パン職人の若い女性もいる。

女性たちの活躍により、開店した2012年にい

きなり2,046万円を売り上げ、翌年には3千万

円に達した。しかし近隣に競合店ができたこと、

高速道路の開通により店前の県道の交通量が減少

したことなどの影響で、2016年には1,800万円

弱となっているが、同法人の年間売上金額の20

％を占める重要な事業であることには変わりない。

３. 女性が働きやすい環境の整備

産前産後休業、育児休業、短時間勤務制度、看

護および介護休暇などの制度がある。

産前産後休業は、2016年から17年にかけて

1年間、パン＆米夢に勤務する30代の女性の取

得実績がある。この女性はすでに職場復帰してお

り、子供を保育園に預けてから出勤するなど、短

時間勤務の制度も利用している。「パン店の仕事

にはやりがいを感じている。子育てと仕事を両立

させることができ、充実した日々を送れている」

と、この女性従業員は話している。

審査委員の声
典型的な中山間地で、高齢化・後継者難へ

の危機感が強まる中で発足した地域の自治組

織の農業部門で、地区の農家の9割以上が参

加する集落営農法人だ。主な作物は水稲。自

治組織の活動でも女性が中心的な役割を担っ

たといい、同法人では米粉パン工房の開業と

野菜の生産が女性活躍の場となっている。米

粉パンでは女性スタッフによる地場野菜の利

用が好評だが、米粉パン自体の販売伸び悩み

もあり、より本格的な6次産業化など次のス

テップが課題となりそうだ。
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有限会社梶岡牧場は梶岡春治氏を社長とする同

族会社で、役員は春治氏の妻の暁美氏、長男の秀

吉氏、長女の西山美貴氏。管理職には次女の兼綱

紘美氏と、春治氏の実弟が就いている。一般職に

は管理栄養士である秀吉氏の妻の喜子氏、大学の

農学部を卒業し2016年に就職した男性社員1名

がいる。

肉用牛の肥育は、春治氏が1965年に50頭か

ら始めた。4年後、地元食肉業者からの預託肥育

を機に200頭に増やし、1975年からは牛ふん

堆肥の製造販売も始める。1988年には、牧場の

敷地内にステーキやバーベキューのレストラン

「FIRE HILL」を開店。レストランで提供する野菜

の生産も行うようになった。

肉牛肥育の規模拡大は続き、2006年に2億円

の補助事業で500頭の設備を整えた。しかし、

預託肥育は社会情勢の影響などによるリスクを伴

い、同社も何度か経営の危機をくぐり抜けてきた

という。そこで、2014年から繁殖にも着手。現

在30頭の繁殖牛を飼育し、子牛の生産からレス

トランでの提供まで自社で一貫してできる体制を

築こうとしている。

営利事業とは別に、2001年に女性陣4名で

NPO法人「きららの里」を立ち上げ、食育や農

業体験、陶芸、染色などの体験プログラムを提供

している。

2016年の売上高は7,376万円。品目の割合

は堆肥が62％、肉牛が16％、レストランが20

％などとなっている。

１. 経営者の理念・意識改革

経営理念には「自然を食す！」を掲げ、「一生

懸命育てたものだから、きちんと扱い、きちんと

有限会社梶岡牧場
代表者名 梶岡　春治 資本金 8 百万円

設立年 1990 年 5 月 1 日 売上高 74 百万円（2017 年 2 月期）

事業内容
生産（肉牛、野菜、堆肥）、
消費者直売、加工・製造、
観光・交流、飲食

経営規模

畑 0.2ha、採草放牧地 1.6ha、
生産施設 10,000㎡、加工施設
20㎡（食肉加工）、直売所 3㎡

（約 30 種類）畜舎 20,000㎡、
肥育牛 330 頭、その他（繁殖
牛 30 頭）

従事者数 9 人（うち女性 4 人。女性内訳：役員 2 人、管理職 1 人、一般職 1 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
産前産後休業、育児休業、看護休暇、短時間勤務制度等の措置、時間
外労働及び深夜業の制限、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］
重労働等の業務改善

レストラン経営・体験交流・野菜生産で女性の活躍の場を拡大

山口県美祢市

※2018年3月現在
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食し、きちんと命をいただく。それは、食材に対

する礼儀」と銘じている。

同社の経営で特筆すべきなのは、質の高い堆肥

の生産だ。「畑を牛ふんの捨て場にしない」とい

う理念で、敷料には廃材などを一切使用せず、有

用菌類を増やす発酵の過程を厳しく管理。山口大

学と共同で、高密度な放線菌を含む堆肥の研究開

発も行っている。

袋詰め商品の販売だけでなく農地への散布サー

ビスも行うほか、肥料設計ソフトを用いて農家へ

施肥の提案も行い、地域の土壌改良に貢献してい

る。この堆肥を使用したコメは「牧場米」と名づ

けてレストランで提供し、稲わらは牛の飼料とし

て循環させている。

２. 女性の登用とキャリア形成

レストラン開業の大きなねらいのひとつが「女

性の活躍の場づくり」だという。畜産の作業は力

仕事が多い上、機械化により1人当たり200頭

が人件費の採算ベースだという。そこで、女性が

力仕事以上に能力を発揮できる「食、交流」の分

野に挑戦することにした。レストランの業務は、

店長の暁美氏を中心とした女性4人が当たり、提

供する野菜の栽培も担うことにした。日常的に調

理や食に携わる女性たちにとって、レストランの

仕事は抵抗なく取り組めるもので、客との交流に

も大きなやりがいを感じる職場となった。

この客との交流が、やがてNPOの設立につな

がる。レストラン開店10周年を迎えた年に、感

謝イベントとして通年の体験教室を開いたとこ

ろ、これが大好評を博した。実は美貴氏は陶芸、

紘美氏は染色を大学で修めている。焼き物や草木

染めなどの手工芸と、動物とのふれあい、畑の体

験などの組み合わせが、都市民の心をつかんだの

だろう。しかし体験教室は採算性が低く、同社の

業務として続けることには無理があった。そこで

NPOを設立し、助成金を得ながら体験交流や教

育の事業を続けることに。業務の割合は、梶岡牧

場8に対しNPOが2で、ちょうどいいバランス

だという。子育てを経験した女性たちの体験教育

プログラムは高く評価され、地域の学校から出前

授業の依頼を受けるなど、同社のブランドイメー

ジアップにもつながっている。

３. 女性が働きやすい環境の整備

産前産後休業、育児休業の制度があり、美貴氏

ら3人の女性が取得している。

一方、レストランの営業時間は開店からしばらく

は11時～21時、休日は水曜のみで、野菜生産の

遅れや、家族とすごす時間が十分にとれないなどの

問題もあった。そこで営業時間を17時までに短

縮、定休日を月6日に増やしワークライフバランス

の向上を図った。その結果、生活にゆとりができた

だけでなく、畑にも手が回るようになり年間100

万円ほどの出荷さえできるようになったという。

時間の余裕ができたことは、キャリアアップに

もつながっている。美貴氏が農業女子プロジェク

トに参加するほか、女性農業次世代リーダー育成

塾、6次産業化セミナー受講なども実現し、「牛1

頭丸ごと食べようプロジェクト」の発案と実施な

ど、新たな経営の切り口を生み出している。

審査委員の声
梶岡春治代表は果樹から牛の肥育に転換

後、さまざまな困難を乗り越えながら、牛の

預託肥育と高品質の堆肥販売、レストランで

事業を拡大してきた。まだほぼ家族経営で、

代表の妻がレストラン担当、長女が経理のほ

か食育、農業体験、陶芸などの体験プログラ

ムを提供するNPOを担当など家族の女性の

役割分担が明確で、うまく機能している。特

に長女が出産・子育てを経験したことから、

産前産後休業、育児休業などの制度整備にも

目配りができている。
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昭和30年代中ごろに開作された干拓地で、同

社は小ネギを栽培している。干拓後、社長の松村

正勝氏の父が入植し稲作を行っていたが塩害に苦

しみ、ようやく一定の収量が見込めるようになっ

た頃、すでに減反の時代を迎えていた。

そこで需要の高い万能ネギに着目し、1993年

に小ネギ栽培に転換。翌年、正勝氏の就農と同時

に法人化した。たゆみなく規模を拡大しつつ「ネ

ギ三昧」の商標登録を取得し、自社ブランドを確

立。ハウス栽培と露地栽培を組み合わせて通年出

荷し、中国地方だけでなく首都圏や大阪の市場に

も需要があるという。現在、需要に出荷が追いつ

かず7割ほどに留まるといい、さらに規模の拡大

を続けるほか、2018年には洗浄や袋詰めの加工

場を新築し、1日の出荷量を1.5倍に増やす計画

だ。また、市内の中山間地に農地を確保し子会社

を設立。現在4haの露地栽培を10haまで拡大

し生産量を増やす計画としている。

１. 経営者の理念・意識改革

「職場に笑顔を、地域を笑顔に」を経営理念の

ひとつとし、「閃きのないところに進歩なし」を

合言葉に、農業界のトップランナーを目指してい

るという。見学受け入れなど地域教育にも積極的

で、市の教科書（小学校3年生向け）に地域農業

の事例として紹介されている。子会社設立は遊休

農地対策の側面もあり、地域農業振興の理念に基

づいている。

同社の従業員は役員を含め49人で、女性の常勤

パートが28人と過半数を占めるのが特徴だ。な

お、役員は3人（正勝氏、正勝氏の妻の孝子氏、元

社員の男性）、管理職4人（男性3人、女性1人）、

有限会社グリーンハウス

代表者名 松村　正勝 資本金 3 百万円

設立年 1994 年 8 月 1 日 売上高 234 百万円（2017 年 2 月期）

事業内容
生産（ネギ、ミニトマト、
チンゲンサイ）

経営規模
施設 5ha、露地 2.4ha、生産
施設 198㎡

従事者数
49 人（うち女性 37 人。女性内訳：役員 1 人、管理職 1 人、一般職 7 人、
常勤パート 28 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
産前産後休業、育児休業、短時間勤務制度等の措置

［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）、重労働等の業務改善

働きやすい環境づくりとキャリアアップ支援で「職場に笑顔を、地域に笑顔を」

山口県山陽小野田市

※2018年3月現在
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一般職14人（男性7人、女性7人）となっている。

常勤パートはすべて女性で、小ネギの選別、計

量、袋詰めなど、手先の細かさや丁寧さ、忍耐力

をも求められる地道な作業をしっかりと担い、同

社の経営を支えている。正社員は常に「パートさ

んのおかげ」という感謝と社内融和の意識で、

日々の業務に当たっているという。

２. 女性の採用とキャリア形成

同社は将来にわたり規模拡大を続ける方針で、

終身雇用を基本としている。社員の採用には男女

を問わず、優秀な人材を全国から募ろうと東京で

の就農フェアに出展するほか、HPを充実させ会

社のイメージアップにも力を入れている。能力重

視で県内の高校や農業大学校からの採用も行い、

結果として2年前には地元の高校を卒業した女性

社員2人を雇用している。また、パートから正社

員への登用の道も開き、女性2人が正社員となっ

た実績がある。

社員の研修には力を入れ、年に1回自らテーマ

を決めて研修を行い社内で発表している。たとえ

ば、前述の高校新卒の女性社員2人はビジネスマ

ナー講座を受講し、生産担当の男性社員は栽培の

新たな工夫について研修するなど、スキルアップ

とモチベーションの向上に役立てている。

資格の取得も積極的に支援し、種別ごとに数千

円から2万円の資格手当を支給している。規模の

拡大により近く従業員が50人を超えることか

ら、2017年には管理職の社員に衛生管理者免許

の取得を促した。この管理職社員は女性で、同社

では従業員の過半数を占める常勤パートがすべて

女性であることから、同性としてコミュニケーシ

ョンをとりやすいこと、労働環境に目が行き届き

やすいことなどを考慮した結果だという。新加工

場が完成すると、現在4か所の加工場が1つにま

とまり、パート従業員の労働環境や人間関係にも

変化が見込まれている。その対応においても、衛

生管理者に高い期待が寄せられている。

３. 女性が働きやすい環境の整備

終身雇用を掲げる同社は、女性の産前産後休業

はもちろん、育児休業は男女ともに取得を推奨

し、「やまぐち子育て応援企業」「やまぐちイクメ

ン応援企業」に登録されている。先の管理職の女

性社員には3人の子供があり、出産の度に産前産

後休業と育児休業を取得した。しかも3人目の育

児休業中に衛生管理者免許を取得したという。

パート従業員にも同様の制度があり、これが同

社のイメージアップにつながり、この数年の間に

若い女性のパート従業員が5人増えた。男性社員

の育児休業の取得も推奨しているが、給与が6割

になることを理由に今のところ取得の実績はない

という。

現在、東京オリンピック・パラリンピックへの

食材提供を視野にASIAGAP取得に向けて取り組

んでいる。これに伴いリスク管理など労働環境の

改善も進められており、従業員が自ら考え話し合

いながら働きやすい職場づくりを実践している。

審査委員の声
父の代の干拓地の稲作から小ネギの栽培に

転換した直後に就農した松村正勝代表は「ネ

ギ三昧」という独自ブランドを確立、着々と

生産規模や販路を拡大しつつある。代表の営

業力が同法人をけん引するが、経理担当の社

長の妻やスタッフ管理などを担当する女性幹

部社員がしっかりバックアップしている。こ

の幹部社員は3人の出産・子育てをしてお

り、女性が働く環境整備も充実。規模拡大を

目指し、全国からの人材募集、パートから正

社員への登用なども積極的に進めている。
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株式会社カネイファームは、徳島県板野郡藍住

町にて、葉物（フリルアイスレタス、クラウドレ

タス、サラダホウレンソウなど）を水耕栽培する

会社である。藍住町は県中央を流れる吉野川の下

流北岸に位置し、古くから阿波梨の産地として知

られる。徳島市のベッドタウンとして、人口約3

万人の住民には子育て世代が多いのが特徴だ。

2013年に法人化し、現在はハウス（14,000

㎡）を稼働させ、売上高は2億2,434万円（2016

年度11月期）。2016年2月には、直営店として

「農園直営旬感ダイニング＜アクリエ＞」をオープン

し、主な取引先のバイヤーへのプレゼンテーション

の場とし、販売先の新規開拓につなげている。

さらに県内のほとんどのスーパーには自社商品

の陳列棚が設けられ、2012年には県内の生産者

と株式会社菜々屋を設立。自社に留まらない販路

開拓や、農業界全体の魅力向上に向けて切磋琢磨

している。

１. 経営者の理念・意識改革

代表の矢野正英氏は、父の代まで梨農家だった

が、2005年に施設野菜の生産に踏み切った。周

囲に住宅が増えたことで農薬散布がしにくくなっ

たことに加え、身長が高い正英氏にとって中腰と

なる梨栽培は作業的に厳しいことも理由のひとつ

になったという。

正英氏の妻で、役員の望美氏は、専業農家の出

身。ただし結婚前は、看護師として病院に勤めて

いた。女性の多い職場で働くなかで、出産、育児

に追われる先輩や同僚と接し、「女性が働くには、

子育てとの両立が不可欠である」と感じていた。

やがて正英氏と結婚し、就農。望美氏は日々の仕

事をするなかで、男性よりも女性の方が職場の定着

率が高く、また、力仕事は苦手でもパック詰めや手

先での細かい作業は早く・正確にできることに気が

株式会社カネイファーム
代表者名 矢野　正英 資本金 10 百万円

設立年 2013 年 6 月 7 日 売上高 224 百万円（2016 年 11 月期）

事業内容

生産（フリルアイスレタス、
クラウドレタス、サラダホ
ウレンソウ）、飲食、作業
受託

経営規模
畑 1.4ha、作業受託（サラダホ
ウレンソウ）→一貫受託 0.34ha、
パックセンター 990㎡

従事者数
40 人（うち女性 29 人。女性内訳：役員 1 人、管理職 2 人、一般職 1 人、
常勤パート 25 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
産前産後休業、育児休業、介護休業、看護休暇、短時間勤務制度等の措置、
時間外労働及び深夜業の制限、母性健康管理のための措置、育児・介護
休業中の能力向上、育児休業代替要員を確保

［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）、重労働等の業務改善

医療の管理体制を農業に応用！ 女性が働きやすい職場環境へ

徳島県板野郡
藍住町

※2018年3月現在
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ついたという。その気づきから望美氏は、「女性を

中心に、農業分野の起業を目指したい」と決意。夫

である正英氏とともに、同社を設立するに至った。

２. 女性が働きやすい現場の体制を組む

現在、２児の母となった望美氏は、女性が働き

やすいように、清潔な環境を保ち、子育てをしな

がら仕事ができる会社を目指している。前職での

経験を活かし、命の現場を任される病院での充実

した管理体制を自社に利用できないかと考え、社

員の労務管理や商品の品質管理など、日々改善に

努めている。

たとえば、現場スタッフが作業状況などをiPad

に入力し、このデータを共有することで、スマート

フォンさえあれば、現場に行かなくても、定植率、

生育状況、廃棄率、責任者を把握することが可能

となった。現場スタッフ自身が現場で判断できる

場面も多く、スタッフの自立につながっている。

こうした管理体制は、責任の所在や原因を明確

にし、成果として、廃棄率の低減、生産効率の向

上、さらにはGLOBAL G.A.P.の取得にもつなが

っている。

３. 女性が多い現場ならではの工夫

同社の製造ラインは、葉野菜のパック詰め作業

などの、手先が細かく、かつ効率的に動かす必要

のある仕事で、多くの女性従業員が活躍している。

主力商品であるフリルアイスレタスなどを扱う

「レタス袋詰め部」では、20代～30代の女性パ

ートが大半を占める。そこで産前産後休業や育

児・介護休業規定を定めるとともに、子供の行事

（保育、学校行事など）にも自由に休暇を取得で

きる「家族休」も制度化。また、パートは15時

退社、時給制など、子供を預けて働く主婦層にと

って、働きやすい体制が整えられている。

幼い子供を抱える世帯は特に、急な休みの要望

も多いというが、「お互いさま」の精神で、たと

え急な休みでも3名までは対応可能な体制ができ

ているという。

また「ほうれん草袋詰め部」は、大半が50代

以上の女性パートで、創業時から勤務しているス

タッフ。こちらは時給制ではなく出来高制を取り

入れ、子育てを終えて自由な時間が多い主婦層に

働きやすい環境にしている。

４. 女性のキャリア形成にも着目

同社は、入社時期や性別などに関わらず、本人

の能力次第でキャリアアップが可能な社風。たと

えば子育て世代が多い「レタス袋詰め部」では入

社4年目の子育て中の女性社員が現場をまとめる。

また直営店の「農園直営旬感ダイニング＜アク

リエ＞」では、管理職の女性社員が接客などパー

トの指導を行う。この社員は、以前ウエディング

プランナーとしてホテルで勤めていた経験を活か

し、メニュー表や、パンフレットのデザインを担

当するほか、野菜で飾り付けたレストラン結婚式

を企画するなど、多岐にわたり活躍している。

こうした女性が多い職場で、専務の望美氏が果

たす存在は大きい。女性視点でのコミュニケーショ

ンがなされることで、社全体のコミュニケーション

が循環し、日々の事業が円滑に進んでいるといえる。

審査委員の声
矢野正英代表が農業資材会社の営業で培っ

たビジネススキルを活かして売上高を拡大し

ている。一方、専務である妻・望美氏が看護

師時代の経験を活かして社員の労務管理や商

品管理などを担当するなど、夫婦の補完関係

が有効に機能。また、産前産後休業や育児・

介護休業規程の整備だけでなく、子育てを終

えた主婦層のパートには出来高制を導入する

など各年齢層の女性が働きやすい工夫をして

いる。IT活用や、直営レストランの店舗デザ

インなどでも女性が活躍。
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福岡県久留米市の株式会社カラーリングファー

ムは、1983年、現代表の母親である楢原美智子

氏が創業した。当時としては目新しく、希少性の

高かったラディッシュに着目し、生産を開始。周

年栽培の生産技術を確立して、生産の安定を実現

した。

美智子氏は1986年に「JAみい」ラディッシ

ュ部会の初代部会長に就任。同時期には関東エリ

アへの販路拡大をめざして営業活動を行い、出荷

を開始した。現在、JAみいのラディッシュ生産

量は全国シェアの20～30％にのぼり、そのう

ちの約半分をカラーリングファームが占めている。

現在の経営規模は田3.5ha、畑0.8haで、こ

のうちハウスが2.3ha。主要品目のラディッシュ

が売上高割合で63％を占めるほか、ミズナ（同

20％）、ラディッシュの連作障害を避けるために

栽培しているホウレンソウ（同11％）などが主

な作物である。

ラディッシュは「二十日大根」の別名の通り、

夏場は20日程度で収穫でき、同社では年間7～

8回の収穫を行っている。高回転で収穫できる、

付加価値の高いラディッシュが同社の経営の基盤

となっている。

１. 経営者の理念・意識改革

現代表の楢原憲一氏は、大学を卒業後、オラン

ダで有機農業や温室栽培を学び、2004年に就農

した。ほどなく美智子氏から経営移譲を受け、従

業員の福利厚生を充実させたいとの思いから、

2011年に同法人を設立。社会保険や給与体系、

休日制度など、女性が働きやすい環境を整備した。

パートタイマーの作業時間は、それまでフルタ

株式会社カラーリングファーム

代表者名 楢原　憲一 資本金 3 百万円

設立年 2011 年 4 月 26 日 売上高 126 百万円（2017 年 3 月期）

事業内容
生産（ラディッシュ、ミズナ、
ホウレンソウ）、消費者直売、
加工・製造

経営規模
田 3.5ha、畑 0.8ha、生産施設
19,800㎡、加工施設 56㎡（ラ
ディッシュ酢漬）

従事者数 16 人（うち女性 10 人。女性内訳：役員 1 人、常勤パート 9 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・野外トイレ・シャワー）、重労働等の
業務改善

働きやすい職場環境を整備し、ラディッシュの生産・加工をパワーアップ

福岡県久留米市

※2018年3月現在
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イムだったものを、8時～15時へと短縮した。

また、従業員が前日までに就業時間を申請するシ

ステムを構築することで、各自の都合に合わせて

就業時間を調整できるよう見直しを図った。

そのほか、従業員の状況に応じて、フレックス

タイム制の導入や、自宅で調製作業ができる作業

委託制度を取り入れ、従業員の多様な働き方を可

能にしている。柔軟な就労が可能になったこと

で、近隣からの女性従業員の確保が容易となった。

２. 女性が主体となった商品開発

美智子氏は販路拡大のため、女性の視点からラ

ディッシュの商品名を「さくらんぼ大根」と命

名。またパッケージも女性を意識したデザインを

採用して、女性を中心とした消費者の購買意欲を

喚起することに成功した。

6次産業化に向けては、美智子氏と女性従業員

でチームを立ち上げ、約1年間をかけてラディッ

シュを使用した加工品の商品開発を実施。その結

果、2011年に「さくらんぼ大根のやさしい酢漬

け」を発売した。

この商品は「福岡県6次化商品コンクール」で

知事賞を、「JAグループ6次産業化商品コンクー

ル」で優秀賞を受賞している。現在も女性パート

が中心になり、同商品の味付けや官能検査を行っ

ている。女性が活躍する機会が豊富な職場である。

３. 女性従業員の自主的な作業改善

女性従業員は週1回、社内の会議室で全員参加

のミーティングを実施している。栽培状況や作業

環境改善について話し合い、自主的に作業の効率

化を図っている。従業員から女性目線での作業改

善、栽培管理の提案がなされ、これを採用するこ

とで生産量が増加するなどの効果があった。

調製作業で最も作業量が多いのがパック詰めの

工程だが、これについても女性従業員の提案によ

って作業を効率化した。現在はパック詰めの機械

化を導入することで、さらに生産性がアップして

いる。

このミーティングを受けて作成されたのが、写

真付きの“作業マニュアル”。これにより誰でも

作業が可能になり、特に外国人実習生の交代もス

ムーズにできるようになった。

また、女性従業員が当番で日報や出荷数などを

記録することで日々の成果の「見える化」を実

施。日々の反省点、連絡事項をホワイトボードに

記すことで、情報の共有化と従業員の意識改善を

図っている。

４. 従業員に開かれた経営スタイル

従業員全員に「経営理念」「行動理念」「ビジョ

ン」「アクションプラン」「今期の目標」の経営指

針書を配布しており、アクションプランなどは女

性従業員と話し合いながらその年の内容を決定す

る。決算書も全員に公開するなど、従業員に開か

れた経営スタイルを採用している点も大きな特徴

である。

審査委員の声
強いリーダーシップと抜群の行動力で事業

を拡大してきた女性創業者。今は、農業者の

地位、女性の地位を高めたいという強い信念

を持つ。その思いを尊重しつつ、更なる発展

を志す後継者。二人三脚の経営という印象を

持った。ラディッシュのように小さく軽く、

細かい作業を要する農産物は、出荷だけでな

く現場作業においても女性が活躍するのに向

いている作目である。後継者である現社長

が、さらに多くの女性従業員の力を活かしな

がら経営する将来が楽しみだ。
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佐賀県伊万里市の有限会社伊万里グリーンファ

ームは、小ネギの生産・加工・販売に特化した農

業法人。1991年に法人を設立し、1994年から

2代目の前田清浩氏が代表に就任している。「ね

ぎ名人前田さんの伊万里香ねぎ」の独自ブランド

により、生鮮ネギ、カットネギ、ネギ加工品の3

部門を主力に事業を推進。小ネギの生産は施設栽

培のみ（2.2ha・70棟）で行っている。

2003年にカットネギの販売を開始し、2008

年からは乾燥ネギを使用した加工品の販売をスタ

ートした。保存ができる乾燥ネギを使うことでロ

スが低減し、「香ねぎ塩」「香ねぎスープ」など付

加価値をつけた加工品もヒット。生産規模を拡大

することなく、売上35％アップ、経常利益3倍

など業績改善に大きく寄与した。

2016年7月には100％出資子会社の伊万里

アグリファーム株式会社を設立した。グリーンフ

ァーム社がネギの生産を行い、加工業務をアグリ

ファーム社へ委託。加工品の販売は、従来からの

販路を持つグリーンファーム社が行う。2017年4

月からは、従来よりも衛生管理を強化し、HACCP

対応型の農産物加工場が新たに稼働している。

１. 経営者の理念・意識改革

6次産業化の取り組みにおいては、生産部門は

男性中心、加工部門は女性中心の体制としてい

る。小ネギのカット、加工、衛生管理、出荷など

はきめ細やかさが要求される工程であり、従業員

有限会社伊万里グリーンファーム

代表者名 前田　清浩 資本金 20 百万円

設立年 1991 年 3 月 27 日 売上高 150 百万円（2017 年 3 月期）

事業内容 生産（小ネギ）、加工・製造 経営規模
田 2.2ha、畑 0.1ha、加工施設
895.96㎡（農産物加工品）

従事者数
27 人（うち女性 22 人。女性内訳：役員 5 人、管理職 2 人、一般職 
8 人、常勤パート 7 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
介護休業

［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）、重労働等の
業務改善

生産は小ネギに特化し女性主力で加工販売を拡大

佐賀県伊万里市

※2018年3月現在
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の女性たちが行う作業により、高い品質が維持さ

れている。

規格外品をいかに減らすかが従来の経営課題だ

ったが、女性従業員からの提案を受けて、2003

年からカットネギの加工販売を開始した。規格外

品の活用により、廃棄ロスが2割ほど削減できた

ほか、生鮮ネギの出荷量の調整も可能になった。

農産加工品の新商品開発でも、普段から料理や

買い物をする機会の多い女性従業員たちの情報収

集力を活用し、消費者ニーズに合致した商品の開

発に取り組んでいる。経営理念の「土づくり・人

づくり・夢づくりにこだわります」のうち、特に

人づくりにおいては、女性を中心に社員の育成を

図っている。

２. 女性従業員の役員登用

女性従業員の家族外役員への登用を積極的に進

めている点も大きな特徴。家族外役員は2006年

から導入した制度で、現在は工場長、生鮮責任

者、カット責任者の3名（いずれも女性）が取締

役に就任している。経営数値を公開して社員の賞

与額を相談するなど、経営にも参画している。役

員に登用することで、従業員の責任感が増大し、

代表家族の不在時でも加工部門がスムーズに運営

できるなどのメリットを生んでいる。

役員3名のほか、加工責任者1名、生鮮部門と

カット部門の副責任者3名もすべて女性が就任。

加工部門の女性従業員が製造量を決定し、それに

応じた量を生産部門が収穫するという形で作業を

進めている。

３. 女性が働きやすい環境づくり

会社側から社員になるよう勧める形で、女性パ

ート従業員の正社員化も積極的に進めている。責

任感が高まり、働き方が変わるなど、経営面のメ

リットが生まれている。

農産物加工場の現場では、カットネギなど丁寧

な手作業を必要とする工程が多く、この点でも女

性の果たす役割が大きい。

作業に関しては「全員がすべての工程をこなせ

る」ことを基本としている。作業が固定されてい

ると、代えがきかないため、従業員は休みづらい

が、誰でもその作業ができるとなれば休みやす

い。正社員には20～30代で小さい子供を持つ

女性が多く、子供が熱を出したら安心して休める

職場づくりを心掛けている。出産で退職した後、

再び「ここで働きたい」と希望する女性も増えて

いる。10代から70代まで、幅広い年齢層の女性

が活躍している職場である。

４. 女性を中心とした HACCP 対応

加工品の付加価値向上と管理体制構築を目的

に、新工場はHACCP専門コンサルタントの指導

のもとに建設され、現在もHACCP取得に向けて

取り組んでいる。HACCPチームリーダーは代表の

長女である明時真菜取締役が務め、女性を中心と

した社内HACCPチームが衛生管理、製造管理な

どのマニュアル作成や作業改善に取り組んでいる。

審査委員の声
一般的には家族経営が中心の同族企業にあ

って、従業員から登用した取締役が３名、そ

れが全員女性というのは、珍しいケースだと

思う。平均勤続年数は長く、事情により一度

退職したのち復帰する従業員が複数名いるこ

とから、働きやすい職場なのだろう。各人の

能力に応じた責任を持たせることで個々の能

力を引き出すことに成功していると見受けら

れる。新しい加工場が完成し、新たな展開の

中でも女性のさらなる活躍が期待される。
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阿蘇くまもと空港のある熊本の空の玄関口・益

城町。2016年の熊本地震で大きな被害を受けた

この町には、女性が元気に活躍する農業法人が存

在する。

ベビーリーフとサラダ野菜を生産する株式会社

みっちゃん工房は、代表の光永カオリ氏が2004

年に創業。今は、姉の遠山智美氏、三女の冨田美

貴子氏も加わり、三姉妹が中心になって経営を行

っている。三姉妹の父は益城町名産のスイカ農家

を営んでいたが、農業を手伝っていた母が亡くな

り、体力的に負担の少ないニラの生産に転作。旅

行代理店で勤めていた当時20代のカオリ氏が父

の仕事を手伝うことになり、父のもとで農業を一

から学んだ。そんな時、知人の紹介で当時はあま

り知られていなかったベビーリーフと出合う。

「この頃、祖母の介護をしていましたが、介護

と仕事の両立は想像以上に大変でした。あわただ

しい毎日の食事でサッと洗って皿に盛るだけのベ

ビーリーフがとても重宝し、やわらかいので歯の

悪い祖母も喜んで食べてくれました」とはカオリ

氏。ベビーリーフに将来性を感じて本格的に取り

組み、最初は大手食品会社の委託生産からスター

ト。いつかは自社農園ブランドで勝負したいとい

う思いから、父が新たな販路を開拓し、2006年

に大手食品会社の委託生産を止めて福岡県の大手

スーパーに自社農場の名前で出荷することになっ

た。当初はベビーリーフの認知度が低く苦戦した

が、徐々に売上が増え、2017年4月末の売上高

は前期6,800万円から9,057万円と大きく上回

っている。

１. 経営者の理念・意識改革

みっちゃん工房の社員21名中、女性は20名

（男性1名は三姉妹の父親で、トラクターなどの

機械作業のみの担当）と、女性が動かす農業法人

株式会社みっちゃん工房

代表者名 光永　カオリ 資本金 5 百万円

設立年 2015 年 9 月 1 日 売上高 104 百万円（2016 年 8 月期）

事業内容
生産（リーフレタス、ミッ
クスサラダ、ベビーリーフ）

経営規模 畑 1.9ha

従事者数
21 人（うち女性 20 人。女性内訳：役員 1 人、管理職 2 人、一般職 
6 人、常勤パート 11 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
産前産後休業、育児休業

［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）、重労働等の業務改善

女性スタッフの声を活かした商品が大ヒット！ 三姉妹で頑張る農業法人

熊本県上益城郡
益城町

※2018年3月現在
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である。カオリ氏は実際に商品を購入する主婦の

代表としてパート従業員の意見を尊重し、商品開

発に活かしてきた。

「当初はレタスやサラダほうれんそう、ルッコ

ラなどを混ぜた『ベビーリーフ』の一種類のみで

したが、パートさんから、“レタスだけでも十分

おいしい”という意見を聞いて、レタスだけの

『ふんわりミックスレタス』が誕生しました。ほ

かにも、以前は廃棄していた成長しすぎのベビー

リーフがパートさんにおいしいと好評だったの

で、大きい葉っぱを入れた『リーフサラダ』もあ

ります」とカオリ氏。パッケージは当初、箱型の

パックを考えていたが「ゴミがかさばる」という

意見から袋型に、内容量も「夫や子供が袋から出

して簡単に食べられ、なおかつ冷蔵庫の野菜と混

ぜて使ってもちょうどいい量」という提案で1袋

30～50gに設定した。

「毎日台所に立つパートさんは私たちが考え付

かないことを教えてくれます。仕事と家事を両立

するパートさんのリアルな意見を商品に反映して

いるので、取引先との商談にも説得力がありま

す」とは姉の美貴子氏。“全部パートさんの言う

通りに作った”というみっちゃん工房ブランド

は、福岡から熊本、宮崎、大阪と販路を広げ、取

引先も前期（2016年4月末）17社だったのが

2017年は23社までに増えている。

２. 女性が働きやすい環境づくり

女性ばかりの職場のため、重量物であるコンテ

ナにはすべて台車をつけて作業負荷を軽減。ま

た、産前産後や育児休業の制度も整い、2017年

は2名のパート従業員が利用している。育児中の

スタッフが多いので、保育園の都合などで子供を

預けられない場合は工房内の休憩室で受け入れる

ことも可能だ。「スタッフが全員母親ということ

もあり、2016年から受入れたベトナムの若い実

習生をとてもかわいがってくれました」とはカオ

リ氏。彼女たちが異国の地で馴染むのをサポート

してくれたことは非常に嬉しかったと話す。

３. 女性のモチベーションをあげる 
職場づくり

ユニークなのが、自社ホームページをPRでな

く、スタッフのモチベーションアップを目的に制

作している点だ。ブログコーナーは、『ブログ委員

会』というラインを作って、ベビーリーフを使っ

た毎日のごはんの写真を投稿し、記事として掲載。

「今では『商品ポップでクリスマス料理を載せ

たい』とリクエストすれば、みんなが張り切って

参加してくれます。自分の料理を家族以外の人に

褒めてもらうのは嬉しいし、見る方も『我が家の

料理と違っておもしろい』と刺激を受けます。料

理が苦手な人は他の話題でもOKで、スタッフ全

員で楽しみながら作っています」と美貴子氏。女

性好みのおしゃれな写真と親しみやすい文章で、

閲覧者からの反応も上々という。

熊本地震では、工場の被害は少なかったもの

の、カオリ氏や従業員の数人の自宅が全壊した。

そこで工場内で約1カ月間、従業員ともに“合宿

気分で”災害時を乗り越えたそうだ。そんな仕事を

超えたスタッフ同士の心のつながりが感じられ、

社内には女性たちの元気な声が響いていた。

審査委員の声
出産や育児など、それぞれの従業員が置か

れた状況を互いに尊重しながら、作業の割り

振りを行っている様子がうかがえた。野菜の

種類や分量などを調整した商品開発にも、消

費者としての女性の目線が活かされている。

『ブログ委員会』も、PRが目的ではないとは

いうものの、間接的に業績向上に寄与してい

るといえよう。こうした取り組みが、義務感

ではなく、日々の仕事のなかから自然に出て

きている点が、すばらしいと感じた。
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株式会社サン・ファームは、熊本市内から車で

1時間ほど。農地と住宅地が広がる、のどかな郊

外に本社を構える。自家配合飼料にこだわった採

鶏卵の生産をメインに、自社の卵のお菓子などを

加工販売する直売交流施設「ひなたまこっこ」

や、元養鶏所の跡地を利用したパークゴルフ場、

1,000kw規模の太陽光発電所などを展開する複

合経営の農業法人だ。

創業は1960年、代表の八幡みわ氏の父・紀雄

氏が先代から養鶏所を受け継いで規模を拡大。

1999年に紀雄氏が旧城南町の町長に就任したの

をきっかけに、みわ氏が夫とともに東京からUタ

ーンして実務を行うことになった。

みわ氏が夫とともに経営に取り組んでからは6

次化産業にも力を入れ、2007年にパークゴルフ

場の隣に直売所「ひなたまこっこ」がオープン。

年間10万人を超える集客力を持ち、熊本の老舗

デパートの鶴屋百貨店にも2010年より直営ショ

ップを出店中だ。6次産業化をきっかけに企業の

ブランド価値が上がり、地元の認知度も広まっ

た。その「ひなたまこっこ」では商品開発から製

造、販売、接客まですべて女性スタッフが主力で

行い、6次産業化の成功に女性の力が大きく貢献

している。

１. 経営者の理念・意識改革

2017年7月に代表に就任したみわ氏は、24

歳から7歳まで5人の子供を持つ母親である。大

学卒業後、一部上場企業の総合職として勤務した

OL時代は、子育てと仕事の両立に大変苦労した

という。その経験から、女性が活躍できる企業の

体制づくりを強化してきた。

そのひとつが、出産・育児休暇、有給休暇の取

得促進である。子供の入院や病気など、家庭で突

発的なことが起こっても気兼ねなく休めるよう

株式会社サン・ファーム
代表者名 八幡　みわ 資本金 16 百万円

設立年 1966 年 2 月 28 日 売上高 606 百万円（2017 年 2 月期）

事業内容
生産（鶏卵、親鶏、発酵鶏
糞）、消費者直売、加工・
製造、観光・交流、飲食

経営規模
田 0.3ha、 直 売 所 150 ㎡（82
種類）、畜舎 170,000㎡、採卵
鶏 100 千羽

従事者数
49 人（うち女性 36 人。女性内訳：役員 2 人、管理職 3 人、一般職 
12 人、常勤パート 18 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
産前産後休業、育児休業、育児休業代替要員を確保

［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）、重労働等の業務改善、
菓子製造部門の省力・機械化

女性が大活躍する6次化産業で、会社のブランド力がアップ！

熊本県熊本市

※2018年3月現在
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に、直売所を中心にどの部署でも対応できるスタ

ッフを育成し、休む人の仕事をカバーできる体制

を作っている。この取り組みから結婚や出産で退

社するスタッフが減少した。

女性のキャリア支援にも意欲的で、現在は社内

5部門中3部門（農場のGPセンター、直売所の

製造部門と販売部門）で女性社員が責任者として

活躍中だ。販売部門の責任者はもともとパート従

業員で、パートから社員の雇入れも積極的に行

う。社内である程度の経験を積み、なおかつ子育

てが一段落して、時間にゆとりを持つパート従業

員に声をかけることが多く、これまでに約6名が

社員に昇格している。

２. 女性活躍推進の取り組み

コーチングやポップ作り、SNSを利用した集客

など、経営に関する研修会やセミナーの参加費を

会社が負担し、社員のキャリア形成にも取り組ん

でいる。なかでも毎月1回定期的に行われている

のが、都内の名門ホテルの製菓部門で腕を磨いた

福岡在住のパティシエによる講習会。既存商品の

製造法のおさらいから新商品開発までのレクチャ

ーを受け、お菓子作りの専門知識を学んでいる。

こうした取り組みから、熊本市商工会連合会主催

のお菓子と加工品のコンテスト「肥後もっこすの

うまかもん人気投票」には毎年参戦。2011年に

は看板商品となるスフレタイプのチーズケーキ

「おっぱいチーズふるふる」が金賞受賞、2012

年、2013年は「天使のふわふわたまご」が連続

金賞、2017年に「青みかんのチーズタルト」が

銀賞に輝くなど成果が表れている。

洋菓子の商品開発は、直売所の女性スタッフの

意見が反映されており、毎月1回、ホールと販売

担当のスタッフが報告書を上げ、会議の中で新商

品のアイディアを出す。ひなたまこっこの店内に

は、しっとりフワフワの食感で大人気のロールケ

ーキやシュークリームなどの約20種類の洋生菓

子や、自慢の卵を贅沢に使った焼菓子がずらりと

並び、プリンだけでも3種類の商品が揃う。カン

トリー調でまとめたインテリアは、かわいらしい

手描きのポップを配した暖かみのある雰囲気で、

女性らしいアイディアが光っていた。

３. 女性が働きやすい環境づくり

農場スタッフ22名中女性が16名と、生産部

門でも半分以上を女性が占めている。同社では、

生まれたばかりの雛を自社育成で採卵鶏に育て上

げるといった手間ひまかけた生育法を採用し、機

械では管理できない鳴き声や目視によって雛の状

態を判断できる女性従業員の技が重宝されてい

る。彼女たちが快適に働けるように、ウォシュレ

ット付洋式トイレやスポットクーラー、汚れを自

宅に持ち込まないための作業着用の洗濯機とシャ

ワー室を増設した。

「仕事の意識が高い女性ほど無理をしてしま

う」とみわ氏。「頑張りすぎかなというスタッフ

には『大丈夫？』と私から声をかけています。も

し頑張りすぎていたなら他のスタッフに仕事を振

り分けるなどして、仕事であまり無理をさせない

配慮をしています」と話す。こうした同性同士だ

からできる心配りも、女性が働きやすい環境を作

っている。

審査委員の声
“自分に代わって仕事をしてくれる人がいな

いので仕事を休めない”というのは、多くの

職場で聞く話だろう。同社では、従業員が複

数の仕事ができるように訓練することで、出

産や育児などの長期休業だけではなく、自身

や子供の病気などによる突発的な休暇にも対

応できる職場をつくりあげた。簡単そうに見

えるが、一時的には生産性が下がるため、意

識的に取り組まなければ、なかなか進まない

ものだ。経営者の決断に敬意を表したい。
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ウーマンメイク株式会社は、大分県国東市にあ

り、水耕栽培でリーフレタスを生産している。

「新時代は、女性が作る」という決意を込めた社

名のとおり、社長の平山亜美さんをはじめとし

て、役員、社員、パートの全員が女性の経営体

だ。2016年7月に6連棟、2,995㎡のビニー

ルハウスが完成し、本格的に事業を開始。年間

72ｔを生産し、ハウスが完成し本格稼働した1

年目で4,207万円を売り上げた（2017年6月

期）。現在、フォレストレタス、フリルスパークレ

タス、コサージュレタス、ルージュ・コサージュ

レタスの4種を生産し、大分市の市場に出荷する

ほか、大分空港道路安岐インターチェンジに近い

地の利を活かし、空輸で関東の都市圏のスーパー

に販売する。

１. 経営者の理念・意識改革

代表の平山亜美氏は、出産を機に前職を退職。

大分県内で子育てをしながらストレスなく働ける

環境を探していたところ、異業種交流から農業関

係者と人脈がつながり、農業の世界に一から飛び

込むことを決意した。

県内でネギを主軸に生産している上原農園株式

会社で研修を積むなかで、女性が地域で働く受け

皿となる職場をつくりたいと考え、栽培する野菜

はリーフレタスに決めた。レタスは重さも100ｇ

と軽いため、出荷の際の負担が少ない。水耕ハウ

ス栽培は、施設整備に資金がかかるが、一年中収

穫できるので、安定収入が見込める。その後、宮

崎県の農業法人からレタスの栽培指導を受けつ

つ、起業前に販路を確保し、営業に回るなど、経

営戦略を十分に練った。補助金の申請などについ

ては全く知らなかったが、平山氏の誠実で熱心な

姿勢を見て、周囲の人がアドバイスをしてくれた

ウーマンメイク株式会社

代表者名 平山　亜美 資本金 5 百万円

設立年 2015 年 7 月 7 日 売上高 42 百万円（2017 年 6 月期）

事業内容 生産（リーフレタス） 経営規模 生産施設 2,995㎡

従事者数
15 人（うち女性 15 人。女性内訳：役員 3 人、社員 1 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・屋内トイレ・シャワー）、重労働等の業務改善

地元で働きたい女性の受け皿を目指し、女性だけで起業

大分県国東市

※2018年3月現在
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という。約1年間の準備期間を経て、国などから

の補助金や、日本政策金融公庫から融資を受けて

ハウスを建設、起業した。

設立メンバーで役員の中には、20代、30代の

若手のほか、経営者としての経験を持つ人もおり、

しっかりと経営基盤を築いた。平山氏は「農業は簡

単じゃないと何度も言われるが、女性たちで挑戦す

ることの強みが勝ると信じている」と語る。

 

２. 従業員のアイディアをブランド野菜に

同社商品のブランド名「やさいまま」には、

「“優しいママ”のような愛情を込めて育てる」と

「“野菜そのまま”の味を届ける」という2つのメ

ッセージが込められている。

出荷時にレタスができるだけ美しく見えるよう

に葉を整えたり、ホテルのサラダバーにはレタス

のPOPを一緒に提供したりと、女性目線のアイ

ディアや細やかさが活きている。「農業や流通・

小売の業界はまだまだ男性が多く、女性目線から

の意見が求められている」と平山氏は考える。カ

ップ型容器の包装は、バイヤーからの要望を受け

て商品化したもので、素早い対応とアイディアが

信頼獲得につながっている。今後は、サラダ用の

ミックスセットにして販売するほか、クリスマス

や母の日など特別な日や、イベントの日に食べて

もらえるような商品を検討中だ。

３. 女性が働きやすい環境の整備

作業現場では、働く女性たちに配慮し、高さ調

整ができる作業台や、運搬台車を使う。体への負

担が軽減されるほか、作業効率向上にもつながっ

た。休憩室には畳のスペースを用意し、居心地よ

く、くつろげる空間を整備している。

子育て世代から子育てがひと段落した世代ま

で、様々な人が働く同社では、それぞれの希望に

合わせた勤務日・勤務時間を工夫する。その大き

な特長は、5つの勤務時間（8時～17時、8時

～12時、9時～15時など）を設けていること。

当初は、それぞれの希望時間に合わせてシフトを

組んでいたというが、次第に、従業員たちがどの

ような働き方を望んでいるのか把握できるように

なり、現在のように体系化するに至ったという。

始業時間は8時と9時で、朝礼も2回行う。

また、様々な勤務時間で求人募集をすること

で、人員確保にも困ることがなくなった。ハロー

ワークで「女性が働きやすい職場だ」と薦められ

て入社した従業員もいるほどだ。全員女性という

ことで、学校行事や祝日などに希望の休みが重な

ることも多い。しかし、女性同士だからこそ、理

解・協力し合い、必要な人数を確保できていると

いう。子連れ出勤も認めており、子育て中の人へ

の思いやりあふれる職場となっている。

代表の平山氏は「今後も女性が職場を選ぶ選択

肢のひとつが農業となるように、さらに職場環境

を整えていきたい」と語る。

審査委員の声
女性のみで会社を設立し、投資を伴う水耕

栽培で農業に参入したといういままでにない

タイプの農業法人。主力商品のレタスのパッ

ケージやネーミングでは女性らしさを表現

し、全員が女性というパートタイマーには、

育児や介護にあわせて柔軟な勤務ができるよ

うな制度を整えている。会社設立して2期目

だが、初年度から黒字化を達成している。周

囲の農業者や行政機関とも連携し、地域に溶

け込んでいる様子が伝わってきた。
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本川牧場は、1955年に日田盆地内で酪農を始

め、1975年に市の農業構造改善事業により盆地

を囲む中山間地に移転。4年後に有限会社として

法人化した。

その後、少しずつ規模を拡大しつつ、1987年

に飼料製造販売の株式会社ホンカワをグループ企

業として設立。地域内の産業連携も視野に、地元

醸造所の麦焼酎粕などをいち早く飼料原料に取り

入れたほか、牛ふん堆肥を使用したアスパラガ

ス、白ネギ栽培の循環型農業を展開。また“林業

の町”日田の強みを活かし、木材のおがくずをふ

んだんに用いたフリーバーン式牛舎を採用し、牛

のストレスを極力抑える飼育を行っている。

育成牛を含めた乳牛の飼養頭数は3,200頭

で、そのうち経産牛は約2,200頭。同時に50

頭を搾乳できるロータリーパーラーを備え、24

時間体制で1日3回の搾乳を行う。日産の乳量は

50tにのぼり、全国屈指の規模である。

１. 経営者の理念・意識改革

社長の本川和幸氏は、獣医師として長野県で勤

務したのち入社。2010年ごろから実質的に経営

を担ってきた。同社の経営理念は「自然や地域と

の共生」で、本川社長はこの理念に加え「牛にや

さしい」経営を目指している。この理念に基づ

き、ストレスを抑えた飼育環境づくり、技術の向

上などで歩留まりを上げる経営改善に2012年か

ら取り組み、売上高の増加に成功している。

具体的には、現場でのきめ細かな作業と観察を

心がけ、円滑な情報共有に力を入れた結果、子牛

の罹病率が下がり、繁殖もより的確に行われるよ

うになったという。また、ストレスを抑えた環境

で平均出産回数を改善し母牛を長く大切に飼うこ

有限会社本川牧場

代表者名 本川　和幸 資本金 10 百万円

設立年 1979 年 6 月 19 日 売上高 3,188 百万円（2017 年 3 月期）

事業内容 生産（生乳、和牛、F1） 経営規模

田1ha、畑5ha、採草放牧地150 
ha、生産施設 7,000㎡、経産牛
2,200 頭、その他（育成牛 1,300
頭、肉牛子牛 400 頭）

従事者数
84 人（うち女性 32 人。女性内訳：役員 2 人、一般職 24 人、常勤パート 
6 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
産前産後休業、育児休業

［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）、重労働等の業務改善

優秀な女性社員を育成し「農家から企業へ」

大分県日田市

※2018年3月現在
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とも、飼養頭数を増やさずに生産量を伸ばす結果

につながっている。

この経営改善の過程で、有能な人材の採用およ

び登用を進めてきた。2015年、元銀行員の大脇

建氏を人事部長として迎え、今年から人事査定と

能力による昇給などに取り組むとともに、後継者

は社員から育てるとの意識のもと「農家から企業

へ」を掲げている。

２. 女性の採用と登用

2010年より新規採用枠を広げ、全国から人材

を求めたところ、結果的に女性の採用率が高くな

った。20代の社員はとくに女性が多く、2017

年の新卒社員も8人中6人が女性だった。いずれ

も畜産系の大学や大学院、動物専門学校の卒業者

など、専門性の高い人材だ。生産部門で働く女性

も2010年の11人から21人に増え、現在45％

を占めている。

生産部門でとくに女性従業員の比率が多いの

は、子牛の世話をする哺乳育成課で、正社員10

人中7人が女性。2人のパート社員も女性であ

る。この女性従業員たちは高いコミュニケーショ

ン能力を発揮し、牛の状態について情報の交換と

共有がスムーズだという。また、体力が弱い子牛

の世話においては女性従業員の細やかな観察眼が

効果をあげ、病気の予防や早期発見につながって

いるという。

一方、経産牛の飼育全般を担当する乳牛管理課

にも、一昨年初めて女性社員が配置された。経産

牛の世話においても、きめ細かな目配りや丁寧な

作業が牛の健康の維持、ストレスの抑制などにつ

ながり、乳牛管理課の女性社員は11人中4人に

まで増えている。

また、牛を妊娠させる繁殖課でも、課長の下の

班長のポストに26歳の女性が登用されている。

繁殖課の仕事の半分はデータ処理と分析で、

2,000頭以上の牛のデータをもとに、的確な繁

殖を実現させるには高い情報処理能力が求められ

る。女性社員の登用は、その能力が評価されての

ことだという。

３. 女性が働きやすい環境の整備

生産部門への女性の配置に伴い、女性用トイレ

と快適な休憩室を整備した。また、機械類は操作

しやすいオートマチック式に順次切り替えている

という。哺乳育成課では、女性社員が増えたこと

を配慮し、哺乳器具や子牛のミルクの運搬を重い

台車からフォークリフトに切り替えた。この他、

洗浄水を水からお湯にしたり、器具を取り出しや

すいよう棚を設置するなど、性別を問わず作業が

しやすい環境が整えられてきている。

専門性の高い新規採用者が増えたことで全国か

ら人材が集まり、寮や借り上げ社宅の整備も行わ

れた。会社の敷地内の社員寮は男女別棟で、キッ

チンと分離型のバストイレつきの全個室タイプと

なっている。

産休・育休制度は、最初の取得者が間もなく復

帰予定で、2人目が2017年11月から取得中で

ある。職場復帰の最初の事例は今後の女性社員の

働き方に影響するため、子供の急病による休みの

取り方も含め、「よい前例」となるよう慎重に対

応していきたいという。

審査委員の声
広大な牧場で多くの女性が、哺育、繁殖、

獣医師、データ管理事務など、それぞれの得

意分野を活かして働いている。組織が大きく

なると、どんな分野の仕事であっても、男

性・女性それぞれの特性を活かし補完し合っ

てバランスよく運営していく必要が生じるの

だと視察を通して気づかされた。これがうま

く機能する体制を整備するのが大規模経営の

経営者の仕事であり、本川牧場は今まさにこ

れに取り組んでいる。
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宮崎県日向市に本社がある株式会社は1935年

に養鶏業として創業し、1970年に法人化した。

現社長の赤木八寿夫氏は3代目で、2007年に社

長に就任以降、それまで職人技であった養鶏の世

界に、自ら留学して学んだ製造業の考え方を取り

入れて改革を行い、成果を上げてきた。

現在、種鶏、孵卵、若雌育成、採卵、出荷、販

売まで、採卵鶏を一貫して管理している。当社の

売上1位は初雛で29.8％、中雛17％、食卵

3.1％となっている。

2016年には新しい孵卵場を建設し、より効果

的な生産行えるようになった。2016年の売上高

は16億1,016万円である。

１. 経営者の理念・意識改革

同社では、採卵鶏の種卵生産、孵化、若雌育

成、採卵などを行っているが、全自動飼養管理シ

ステムを完備した養鶏施設を導入し、温度、光、

エサ、水などを機械で管理している。最適な環境

を作り、効率的な生産体制をとることで業績を伸

ばしている。

従来、鶏のエサや水やり、掃除などの仕事で

は、子育てを終えた世代の女性が多く働いてき

た。種鶏管理・孵化の分野へ進出し、業務拡大を

行ったことから、従業員の経験や勘に頼る方法で

はなく、データに基づく飼育管理へと変化してい

った。こうした業務改善により一人当たりの管理

個体数は昔と比べ増加しており、種鶏場での管理

個体数は一人当たり5千羽から現在は2万羽～3

万羽に増加。採卵場では10万羽を１人で担当し

ている。

現在の業務は、日々の産卵率、生存率、体重、

卵重、食下量のデータによって鶏舎内温度や卵重

のコントロールを行っている。データを取り分析

できる人材が求められるようになったことから、

2001年から積極的に大卒の新卒採用を行い、そ

れに伴い若い女性社員の採用が増えていった。

アミューズ株式会社

代表者名 赤木　八寿夫 資本金 96 百万円

設立年 1970 年 10 月 23 日 売上高 1,610 百万円（2016 年 9 月期）

事業内容
生産（初生雛、中雛、大雛、
鶏卵）

経営規模
生産施設 2,808㎡、採卵鶏 58
千羽、その他（年間孵化羽数約
400 万羽）

従事者数
55 人（うち女性 23 人。女性内訳：管理職 3 人、一般職 19 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・屋内トイレ・シャワー）、重労働等の業務改善

女性従業員が職場環境を改善！ 男女関係なく能力を発揮する職場へ

宮崎県日向市

※2018年3月現在
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２.   “能力主義”により女性が活躍できる現場に

“能力主義”を掲げる同社では、男女関係なく

能力が認められた人は管理職に引き上げている。

その結果、全国でも前例のない孵卵場の女性場長

が誕生した。孵化場の種卵使用個数（1羽のメス

雛を生産するために使う種卵の数）は、データを

取り始めた2007年当初は3.03個／羽だったの

が、2017年4月には2.65個／羽と、生産効率

を上げる成果を出しているという。

さらに現在は、育雛の管理も女性が主導してい

る。「鶏は生き物なので、生き物の世話をするこ

とに関しては女性の方が得意なのかなと思いま

す。掃除を丁寧にするなどの管理が、結果的に卵

をたくさん産ませることができます。ひよこを育

てる人も、心配りができる人間の飼育のほうが育

ちますね」と、赤木氏は話す。

３. 女性が働きやすい環境の整備

産前産後休業・育児休業・介護休業規程などを

定めており、育児休業の取得実績もある。

2年前からは、女性たちが毎月1回集まって食

事をしながら会議を行う。各農場の悩みやアイデ

ィアを出し合い、職場環境の改善に取り組むこと

で、成果を上げている。

たとえば山の方にある農場ではトイレ事情が悪

く、男女兼用で汲み取り式の和式トイレを使用し

ていた。そのため夏場は特に臭いがひどかった。

これに短期パートで働いていた妊娠中の女性が

つわりで苦しんでいたため、「今後、若い女性が

働くために改善が必要ではないか」と会社に訴え

た。この意見が取り入れられ、新しく休憩室が建

設されることとなった。

また農場や孵化場では水仕事が多いのに手袋がで

きない場合もあり、手荒れで悩んでいる人が多かっ

た。いろいろ調べた結果、医療現場や美容師が使っ

ている水仕事のためのハンドクリームが用意されるこ

とに。手荒れが軽減し、女性社員に特に喜ばれている。

４. 仕事の悩みを出し合う

月1回の会議では、他部門の仕事や業界全体の

ことを知る勉強会も兼ねている。講師は、管理職

で社長室室長の中村有里さんだ。女性社員に意見

を書いてもらい、困っていることをピックアップ

し、解決法をアドバイスする場でもある。

最近では、自らの職場改善に取り組む例が増え

てきているという。丁寧な記録の整理、休憩室の

整理整頓にも取り組み、職場を支える大きな力と

なっている。

５. 女性のキャリア形成

以前は男性を優先的に外部研修に参加させてい

たが、応募制にして、誰でも研修の機会を得られる

ようにすることで、自主的に学びたいという意欲を

もつ女性が増えた。必要とあれば男女関係なく、ア

メリカやヨーロッパなどへ海外研修に派遣させる。

将来の幹部候補を指名して行うリーダー研修も

年に3～４回開かれ、毎月1回、朝6時から開か

れているQC会議（クオリティー＆コストコント

ロール会議）に出席することも可能だ。

今後も女性が働きやすい環境を整え、キャリア

アップを志す女性が安心して働けるように力を入

れていくという。

審査委員の声
性別を問わず、優秀な社員は積極的に幹部

に登用するという方針に従って、現在15名

ほどいる幹部社員および幹部候補の3分の1

は女性社員だという。「生き物を相手にした

仕事であり、綿密なデータ管理をおこなう社

員を幹部に登用した結果、生産性向上につな

がった」という社長の評価は、畜産業界での

女性活躍を広げるキーワードとなるだろう。

社内では「農業女子プロジェクト」を立ち上

げ、女性社員同士の情報交換、勉強会が実施

されている。

2017年度 農業の未来をつくる女性活躍経営体100選

87



本土最南端となる鹿児島県・大隅半島南東部に

位置する肝付町。温暖な気候と豊かな自然は「東

洋のフロリダ」とも呼ばれている。村商株式会社

は、ここ肝付町で2007年創業。生産から肥育ま

で一貫した黒毛和牛生産と自社の堆肥で作るコメ

と牧草の栽培、黒毛和牛や米など自社商品を提供

する焼肉レストラン兼直売所「新村畜産」、生肉

店と外食産業への卸販売を行う。

会社の歴史は、代表の新村順一郎氏が20代で

父から16頭の牛を受け継いだのがはじまりであ

る。最初は畜産だけでは食べていけず、飲食店で

働きながら牛を育てた。2000年初頭の本格焼酎

ブームに先駆けて隣町の鹿屋市で焼酎バーを開く

とたちまち人気となり、朝5時に店を閉めてから

牛の世話をするというハードな生活が続いたが、

20代後半で体力の限界を感じて焼酎バーを売

却。畜産業に一本化した。それから10年、16頭

の牛は250頭まで増え、2017年6月には400

頭規模の牧場を新設。牧場の横でひとりで始めた

生肉直売所は、焼肉レストランを併設して店舗を

拡大し、肝付町本店と宮崎県都城市店の2店舗を

構える。2店舗あわせて年間約6～7万人の集客

数で、2017年5月の売上高は、精肉卸の販路拡

大とふるさと納税の急拡大により、約1.7倍に増

加した。

１. 経営者の理念・意識改革

「10年目で自分を支えてくれるスタッフが揃っ

てきた」と新村氏。こうしたスタッフたちにでき

るかぎり一緒に働いてほしいと、社員・パートと

もに定年を設けておらず、社会保険はパート従業

員も加入できる仕組みになっている。

創立10年目を迎え、海外の会社からも声がかか

村商株式会社

代表者名 新村　順一郎 資本金 20 百万円

設立年 2007 年 7 月 3 日 売上高 751 百万円（2017 年 5 月期）

事業内容
生産（精肉）、消費者直売、
加工・製造、飲食

経営規模
田 20ha、畑 5ha、畜舎 1819.2
㎡、肥育牛181頭、経産牛10 頭

従事者数
50 人（うち女性 25 人。女性内訳：役員 1 人、一般職 8 人、常勤パート
10 人、アルバイト 6 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
産前産後休業、育児休業、介護休業、短時間勤務制度等の措置、時間外
労働及び深夜業の制限

［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）

定年はなし！ 女性のパワーで支える焼肉レストラン兼直売所

鹿児島県肝属郡
肝付町

※2018年3月現在
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るようになり、いずれは国外に牧場を持つことを

経営目標に掲げている。このため、数年前からグ

ローバル競争に対応できる人材を育成する職場の

環境づくりを行っている。そのひとつが「各部門

のリーダーを設けない」。リーダーがいると、部

下が成長しにくいという過去の体験から、スタッ

フ一人ひとりに責任を持たせる体制を作った。お

かげでクレームやミスが確実に減り、会社経営を

自分のように考えてくれるスタッフも増えてきた。

おもしろいことに、会社理念である「幸せの時

間をひとりでも多くのみなさまへ最も多くの人を

喜ばせた者が最も大きく栄えるものである全ての

人へ感謝をエネルギーに」は、新村氏の作ではな

く、新村氏がふだんから大事にしている言葉を女

性社員がわかりやすくまとめてくれたものだとい

う。会社理念の通り、従業員が喜びをもって幸せ

に働ける環境を整え、従業員とともに会社を大き

く成長させていくという代表の思いが感じられた。

２. 女性が働きやすい環境とキャリア形成

従業員は総勢50名、うち女性は半分をしめる

25人で、なかでも焼肉レストラン兼直売所は女

性スタッフのパワーで支えられている。「稼ぎた

い時はたくさん働いて、出産や子育てで休業が必

要な時はしっかり休みをとったうえで仕事を継続

してもらいたい」という新村氏の考え方から産前

産後、育児、介護休業がとれる制度を創立当初か

ら設け、女性が働きやすい環境づくりを整えてい

る。こうした取り組みから、過去3年間の女性社

員の離職率は0％で、女性パート従業員の平均勤

続年数3年と長期で働く人が多い。焼肉レストラ

ンで接客担当の60代の女性社員は、開店時から

勤務して6年目のベテラン。「社長が全面的に仕

事をまかせてくれるので、お客様にあわせたサー

ビスが自分の判断でできる。お客様に喜んでいた

だけることにやりがいを感じます」と話す。彼女

を目当てに訪れる常連客が多いという。

2017年6月に就業規則を改定し、女性パート

従業員2名を正社員に登用した。また同年から店

舗のHACCP取得に向けて専門家による研修会を

定期的に行い、スタッフ全員で取り組んでいる。

３. 女性の意見を活かした店舗づくり

フェイスブックやツイッターなどのSNSを利

用した広告やネット通販は、過去に自家野菜の産

地直売を行った経験を持つ女性社員が担当する。

わかりやすい商品説明と食欲をうながす画像、読

者が楽しめる内容が好評で、以前よりも店舗を訪

れる客数が増加した。

直売店の商品は女性スタッフの意見を取り入

れ、主婦が使いやすい量と買いやすい値段に設

定。一番人気は焼肉セット（黒毛和牛1種類・国産

豚2種類・国内産鶏1種類・ホルモン1種類）。3

～4人前700gで3,240円と手頃な価格になっ

ている。

スタッフはまかないとして焼肉レストランのラ

ンチメニュー（焼肉を除く）が200円で食べら

れる。ここでも女性スタッフの意見を反映して、

メニューの見直しやチェックを行っている。最近

では、ランチに付くデザートメニューが大幅に増

え、女性客に好評だという。

審査委員の声
店舗を見学すると、スタッフ全員で良い店

にしていこうという雰囲気が、強く感じられ

た。メニュー開発などで店舗運営に積極的に

参加し、それぞれに当事者意識が生まれてい

るためだろう。人事関連制度の充実だけでは

なく、このような居心地の良い職場をつくり

あげていることが、離職率の低さにもつなが

っていると感じた。定年を設けておらず、女

性の活躍だけではなく、高齢者の活躍という

点でも評価できる企業である。

2017年度 農業の未来をつくる女性活躍経営体100選

89



株式会社アセローラフレッシュは、沖縄県本部

町にて、3.3haの畑でアセローラを生産するほ

か、加工所と直売所（パーラー）をもつ。従業員

数は9人（そのうち女性は5人）で、契約する農

家は31組、2017年の売上高は7,387万円で

ある。

アセローラが沖縄にもたらされた歴史は、

1958年に遡る。第二次世界大戦後に焦土と化し

た沖縄のため、琉球政府から依頼を受けたハワイ

大学は、復興の作物としていくつかの熱帯果樹を

沖縄に提案した。そのうちのひとつがアセローラ

だったという。しかし当初「アセローラは実付き

が悪く、台風に弱い」と判断され、以降20年以

上、日の目を見ることはなかった。

時は流れ1980年頃、琉球大学農学部に学生と

して在籍していた並里康文氏（代表の並里哲子氏

の夫で故人）が、「アセローラは、現存する植物

のなかで最もビタミンC含有率が高い」と授業で

知り、アセローラに着目。大学院卒業後に、自身

の出身地・本部町での栽培を試みようと、夫婦で

会社を立ち上げたという。

１. 経営者の理念・意識改革

会社を設立する前に、地域の農家約200人に

栽培を依頼したところ、見たこともない果実のう

えに、「学者に農業の何がわかるのか?」と訝（い

ぶか）しむ声がほとんどだったという。そのなか

で手を挙げたのは、若者の声に耳を傾け、重労働

であるサトウキビ栽培に代わる作物に望みを託し

た8人。みな、60歳以上だった。その農家と共

に1989年に事業を開始。

アセローラは果実が柔らかいため一粒ずつ手摘

みが必要だったり、日保ちせず青果としての流通

が難しいため加工が必要だったりと、この品目な

らではの特性がある。それらの問題を一つひとつ

解決するには、効率性をもとめる若い人たちより

も、年を重ねた熟練農家や、丁寧な作業ができる

女性スタッフが向いていたという。

株式会社アセローラフレッシュ
代表者名 並里　哲子 資本金 24 百万円

設立年 1999 年 11 月 15 日 売上高 73 百万円（2017 年 3 月期）

事業内容
生産（アセローラ）、消費者
直売、加工・製造、観光・
交流、飲食、作業受託

経営規模
樹園地 3.3ha、加工施設 99.17
㎡、直売所29.79㎡（約40種類）

従事者数 9 人（うち女性 5 人。女性内訳：役員 1 人、管理職 1 人、常勤パート 3 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
介護休業、短時間勤務制度等の措置

［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）、重労働等の業務改善

チームワークが魅力！ アセローラを地元の特産品に

沖縄県国頭郡
本部町

※2018年3月現在
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２. 女性が働きやすい環境の整備

子育て真っ最中に会社を立ち上げたこともあ

り、代表の並里哲子氏にとって、「アセローラフレ

ッシュは、“会社”というより“家族”なんです」

という声が真っ先にでるほど、“女性が働きやすい

職場”への思いは強い。

産休や介護、体調不良、沖縄独特の伝統行事、

子供の授業参観など、種々の場面に対応できるよ

うにフレックスタイム制をとり、作業時間や休日

の調整はスタッフ自身に任せている。

「みんなで休んでいる人のカバーをしたり、チ

ームワークはとてもいいと自負しています」と、

哲子氏。

また「興味のある仕事は、関心を持っているス

タッフ自身に任せる」「若い人たちに農業をして

ほしい」というのが、アセローラフレッシュのス

タンスだ。

たとえば経理担当に欠員が出た時、経験のない

スタッフが「やってみたい！」と名乗りを上げた

ことがあった。現在は、学びながら経験を積んで

いる。さらに経理やマネージメント、衛生管理な

どといった資格についても、やる気のあるスタッ

フには取得を薦めており、そのおかげで60代に

なっても向上心は衰えないという。

3.“知名度ゼロ”からのアセローラ普及にかける

これまで「一番難しかったのは、アセローラの

普及です」と、哲子氏は言う。だからこそ、これ

までも農家との信頼関係を何よりも大事にしてき

た。創業当初の10年間は、毎月1回、「栽培して

いる農家全員で、それぞれの畑を全部まわる」と

いう勉強会を続けていたという。個別に畑をまわ

ってしまうと、畑をみる回数や、その受け止め方

にばらつきが出ると考えたからだ。

さらに創業10年目にはじめて本部町役場を訪

れ、協力を願ったことは、「アセローラの日」の

制定で、そこから全国展開につなげた。生では

3、4日しか日保ちしないという最大のデメリッ

トを逆に武器と捉え、「新鮮なアセローラを食べ

たければ沖縄に来てください」というストーリー

を組み立てた。ちょうど（株）ニチレイが起こし

たブームにものることができたという。

夫・康文氏の死後、哲子氏を支えてきたのは専

務を務める次男・康次郎氏。新商品の開発、メデ

ィアへの露出など販売拡大に寄与してきた。

特に、女性スタッフのアイディアから生まれた

「アセローラフローズン」は、第6回ニッポン全

国ご当地おやつランキング（全国商工会連合会主

催）でグランプリを受賞。アセローラフレッシュ

の名を全国に轟かせた。

那覇空港から約90㎞という山間地の小さなパ

ーラー（直売所）には、シーズン中はしばしば行

列ができる。“アセローラといえば本部町”といえ

るほど、地元にしっかりと根を張っているという。

「みなさん、“体にいいものはまずくても食べな

ければ”と思っていますが、そうじゃない。

おいしいから食べたい、飲みたい。結果として

健康になるのがアセローラです」という哲子氏。

今後は、これまでのようにブームに左右されない

ことを課題に、さらに普及に取り組んでいくという。

審査委員の声
並里哲子代表は手摘みが必要で、日保ちも

せず流通が難しいアセローラの普及に亡き夫

と二人三脚で取り組んできた。就業した次男

や女性スタッフが主導する新商品開発、代表

自ら先頭にたったメディアでの話題作りが奏

功して全国的なアセローラブームもおこり、

地元への観光客誘致にも貢献している。販売

ではフレックスタイム制度の導入など女性が

働きやすい環境に配慮。まだ社員数が少ない

こともあり、代表のバイタリティーが事業を

けん引している印象。
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有限会社伊盛牧場は、年間を通して気温の高い

沖縄県の石垣島で酪農経営を行う農業法人であ

る。日本最南端に位置する亜熱帯気候の八重山地

域は、酪農経営にとって過酷な環境である。だが

陽射しや通風に配慮した設計にした上で、扇風機

やミスト装置を設置するなど、牛が快適に過ごせ

るように工夫を凝らした牛舎を、3年の歳月をか

けて2005年に整備し、飼養環境の改善を図っ

た。さらに、従来は北海道から導入していた後継

牛についても、自家育成による暑熱に強い牛群改

良を進めた結果、平均乳量は1頭あたり2,000

㎏以上も増加した。

また、温暖な気候を活かして粗飼料の全量自家

生産による飼料費低減を図っている他、2010年

には加工販売所「ミルミル本舗」を開店して6次

産業化にも取り組んでおり、第55回農林水産祭

天皇杯など数多くの賞を受賞し、石垣島型酪農経

営の成功事例として全国的にも評価が高い。

ミルミル本舗では、黒糖、紅イモ、果実などの

規格外で出荷ができない特産品を利用したジェラ

ートやジャム、乳牛を利用したハンバーグなどの

牛肉加工品を取扱い、地産地消にこだわった経営

を展開している。2013年に石垣空港内で構えた

新店舗での集客効果もあり、加工品売上は5年で

5倍以上増加し、売上185百万円（2016年12

月期）の約7割を占めるまで成長。2017年には

新加工販売所の整備を行うなど、今後もさらなる

事業拡大が期待される。

有限会社伊盛牧場

代表者名 伊盛　米俊 資本金 3 百万円

設立年 1993 年 2 月 3 日 売上高 185 百万円（2016 年 12 月期）

事業内容
生産（生乳、子牛）、消費者
直売、加工・製造、飲食

経営規模

採 草 放 牧 地 9.7ha、加 工 施 設
400㎡（ジェラート製造）、直売
所 150㎡（約 400 種類）、畜舎
1,900㎡、経産牛 60 頭

従事者数
31 人（うち女性 19 人。女性内訳：役員 1 人、管理職 3 人、一般職 6 人、
常勤パート 9 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］
産前産後休業、育児休業、介護休業、看護休暇、短時間勤務制度等の措
置、時間外労働及び深夜業の制限、母性健康管理のための措置、育児休
業代替要員を確保

［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）、重労働等の業務改善

女性ならではの細やかな視点とアイディアで女性が活躍

沖縄県
石垣市

※2018年3月現在
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１. 経営者の理念・意識改革

同社では、残業や賞与手当の支給の他、各種社

会保険加入、短時間型の勤務シフトを選択できる

などの育児・介護休業制度も充実させ、家庭と仕

事の両立が可能な環境を整備し、地域社会と結び

ついた経営を展開している。キャリア形成に関し

ても、加工、販売、広報、営業の分野での社内勉

強会などの能力育成支援も実施し、意欲の高い人

を正社員に昇格させている（実績5名）。

また、代表の伊盛氏はミルミル本舗の開設を機

に、女性ならではの細やかな感性や経験を活かす

ため、女性に向いた業務にはその能力を活かして

もらえるよう、女性活躍を推進している。特に、

家事や育児、介護や地域の行事への参加などが忙

しい女性同士が助け合いながら、柔軟に休みが取

得できる職場環境づくりに励み、女性のワークラ

イフバランスに配慮した働きやすい環境や制度な

どをさらに充実させ、意欲ある女性が一歩踏み出

せるような職場を目指している。

その他、酪農は朝が早いというイメージを払拭

するために、搾乳作業の開始を朝9時からとする

など、サラリーマン並みの勤務条件とすることで

労働環境改善にも努め、作業効率を上げるために

女性一人でも搾乳作業が行えるパイプラインミル

カーを導入している。

２. 女性ならでの視点での取り組み・成果

作業体制の効率化や商品開発のアイディアなど

について、女性従業員の意見や提案を実行させる

ため、構成メンバー6名中4名を女性とした経営

戦略会議を毎月1回程度設けている。消費者目線

での商品開発や店づくりは重要な戦力として位置

付けている女性従業員が中心に行っており、増収

が続く2店舗（本店、石垣空港店）の店長はとも

に女性が務めている。

女性のアイディアにより経営上の成果につなが

ったことがいくつもある。淘汰牛を利用した自家

製ホルスタイン牛肉100%のハンバーガーの商

品化、特産品を利用したジェラートメニューの開

発、暑さに強い牛群の生乳に含まれる濃厚な乳脂

肪分を利用したミルクジャムの商品化、柔軟な勤

務形態や時間短縮の採用、休憩所やトイレの設置

で快適な職場環境等により、近年人材不足の石垣

島において、地元のみならず県外からの移住者

（従業員全体の3分の1を占める）の雇用確保が

できたことで、売上は8割、利益は9割の増加に

つながったという。

３. 今後の取り組み

快適な職場環境を整備したことは、女性従業員

のモチベーションが向上して仕事に対する責任感

が芽生えるとともに、男性従業員のモチベーショ

ン向上にもつながるなど好影響を及ぼしている。

女性従業員における県外出身者は9名。県外か

らの移住者の定住促進となるべく、雇用創出の場

として地域社会に貢献するとともに、今後も地域

活性化の一翼を担っていきたいと考えている。

審査委員の声
伊盛米俊代表には、厳しい亜熱帯での酪農

経営への強い思いがある。紅イモなどの規格

外の特産品を利用したジェラートなどを加

工・販売する「ミルミル本舗」の開設により

業績は拡大。石垣島周辺の離島を眺められる

素晴らしい景観の中に立つこの新加工施設が

女性社員に快適な職場環境を提供、そこで開

発されたジェラートが人気となっている。さ

らに女性一人でも使える搾乳用パイプライン

ミルカーを整備するなど、女性の働きやすさ

に配慮している。

2017年度 農業の未来をつくる女性活躍経営体100選
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事務局：公益社団法人日本農業法人協会
http://www.hojin.or.jp　　nogyo@hojin.or.jp
〒102-0084 東京都千代田区二番町9-8　中央労働基準協会ビル1階

TEL： 03-6268-9500  FAX： 03-3237-6811
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