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※�WAP100とは表彰の愛称です。「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」から名付けました。
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WAP100〜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

図１　女性の農業経営への関与がもたらす収益性向上

⑶ 女性の担当分野別 経常利益増加率（直近 3 年間）

⑵ 女性の経営への関与別 経常利益増加率（直近 3 年間）
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（備考）1. 株式会社日本政策金融公庫「平成 28 年上半期農業景況調査」（平成 28 年 9 月）による。
　　　  2. 調査対象は、日本政策金融公庫のスーパー L 資金又は農業改良資金の融資先。

⑴ 経営における女性の割合の変化別 経常利益増加率（直近 3 年間）

なぜ、今女性活躍なのか？

女性は基幹的農業従事者の41.4％を占めており、農業の6次産業化の進展に伴い生産だけで

なく販売・加工など日本農業における女性の活躍は一層期待されています※1。特に、女性役

員または管理職がいる経営体はいない経営体と比べて収益力が向上する傾向にあり、経営へ

の女性参画は収益増につながることが分かっています※2（図１）。一方で、農業法人の役員に

占める女性の割合は13 .4%※3、また農協の役員に占める女性は7.7%※4と依然低い水準にあり

ます。こうした状況の中で、日本農業を成長産業とし競争力を強化するためには、農業界に

おける女性活躍の社会的機運を高め、女性の活躍が適正に評価され、働きやすい環境を整備

することがこれからの農業経営に必要となっています。

Ⅰはじめに
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そこで、日本農業法人協会では、女性活躍に向けた先進的な取り組みを実践し、後に続く

モデルとなる農業経営体を「農業の未来をつくる女性活躍経営体100選」（愛称：WAP100）
※5として認定してきました（農林水産省補助事業）。

WAP100について

WAP100は、女性活躍に取り組む農業経営体を全国から公募・認定するもので、2015年度

から2017年度の3カ年で102の経営体を認定するに至りました。その審査は、学識者および農

外企業関係者などの有識者からなる審査委員会によって行われ、審査内容は「女性の活躍推

進に関して、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」です。対象となるのは、農畜産物の生産の事業を行うとともに女性活躍を推進

している農業経営体であれば、法人・個人などの形態や、代表者の性別は問いません。女性の

取り組みが評価され、売上増加や品質向上などの成果に現れていることがポイントとなります。

一般的に女性活躍といえば、女性リーダーによる経営を連想する方が多いと思います。しか

し、WAP100では「これから女性活躍を目指す農業経営体のモデル」となるため、女性リー

ダー以外にも多様な経営体が認定されています。例えば、家族経営協定を結び、経営者の妻

や娘など、家族それぞれが主体的に経営へ参画している場合や、女性従業員を多数雇用する

経営で、働きやすい環境づくりを経営者が積極的に推進している場合など、新時代の農業経

営に参考となる事例が幅広く発掘されました。

WAP100に輝いた経営体の取り組み

WAP100に認定された経営体は、生産品目をみると、コメ、野菜、果樹、花き、きのこ、畜

産など、実に多岐にわたり、加工・直売部門はもとより、生産現場でも女性の力が発揮され

ています。肉用牛を生産する経営体では、女性従業員が自らの希望で人工授精師の資格を取

り、繁殖・哺育を担当することで繁殖率の向上や事故の減少に貢献しています。また、露地

野菜を生産する経営体では、育苗管理を女性従業員に任せ、苗の歩留まりを向上させた事例

もあります。

「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

公益社団法人　日本農業法人協会
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このように慣習的な役割分担にとらわれず活躍の場を広げるためには、使いやすい器具・

機械の導入や男女別トイレの設置など、ハード面の整備も大切ですが、まずは経営者の理解

や組織内でのコミュニケーションが重要となります。現場からの提案に基づき、細やかな改善

を積み重ねることが、誰にとっても働きやすい職場づくりの原点なのです。

また、福利厚生の充実も女性活躍の継続に欠かせない要素です。WAP100に認定された経

営体は、社会保険完備はもちろんのこと、産前産後休業や育児・介護休業、時短勤務、フレ

ックスタイム制、保育支援など、その経営体で働く人に合わせた制度を柔軟に導入していま

す。なかには、有給休暇取得率100%を実現した経営体や、従業員のキャリアアップ支援に力

を入れる経営体もあります。こうした取り組みが子育て世代の女性や、職業として農業の道

を志す女性たちを後押しし、優秀な人材の確保や地域の雇用創出、さらには経営力の強化に

つながっています。

類型別による事例紹介

WAP100の理念は「〜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」です。2016年度、審査委員の総意によって掲げられました※6。

本冊子では、この理念にもとづき、WAP100認定経営体を4つの類型「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）」に分け、類型別に女性活躍のポイントやWAP100認定経営体の特長を紹

介します。

類型化の指標としたのは、創業年数と従事者数※7です。創業年数は農業経営における経

験・ノウハウの蓄積の度合いを、従事者数は経営の規模を表す指標※8として採用し、図２の

とおり分類しました※9。

なお、これから女性活躍を目指す農業経営体には、現在当てはまる類型のみならず、将来

的な経営ビジョンも含めて参考にしていただきたいと思います。

女性が変える日本の農業

労働力不足、高齢化、後継者不足、耕作放棄地の増加など農業経営を取り巻く課題が山積

するなか、多くの経営体が現状打破すべく日々挑戦を続けています。その中で、WAP100で

は女性活躍によって成果を上げた経営体にスポットを当ててきました。そこには、女性が先

頭に立って道を切り開いた経営体もあれば、経営者が女性の能力を最大限に活用できるよう
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図２　創業年数および従事者数による4分類

従事者数

創
業
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数

1〜 10名 11〜 40名 41名以上

1〜 10年

11年〜 20年

21年以上

※1　平成28年度農林水産省「農業構造動態調査」より

※2　･･株式会社日本政策金融公庫「平成28年上半期農業景況調査」（平成28年9月）より。調査対象は、日本政策
金融公庫のスーパーL資金又は農業改良資金の融資先。

※3　2015年農業法人実態調査結果〜日本農業法人協会会員のスガタとカタチ〜（平成28年12月）より

※4　JA全国女性組織協議会HPより

※5　･･「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」から名付けた。

※6　上村協子（2017）平成28年度WAP100認定経営体概要･Ⅰはじめに･p1〜3参照

詳しくは、3冊の報告書参照。

『平成27年度WAP100事業報告書』（公社）日本農業法人協会（2016年3月）

『平成28年度WAP100認定経営体概要』（公社）日本農業法人協会（2017年3月）

『平成29年度WAP100認定経営体概要』（公社）日本農業法人協会（2018年3月）

※7　･･創業年数とは事業開始からの年数を指し、従事者数とは組織内で事業に従事する人数のことで、法人経営であ
れば代表者、役員、従業員、常勤パートの合計人数で、家族経営であれば、家族従事者、被雇用者の合計人
数。ただし、非常勤パートは除く。

※8　･･齋藤京子（2015）「農業分野の女性活躍の一層の推進にむけて」,『生活研究』2015年2号Vol.47,p.2,一般
社団法人農山漁村女性・生活活動支援協会.による分類を参考とした。ただし、従事者数は1〜10名、11〜
40名、41名以上を基準とした。

※9　WAP100認定経営体の創業年と従事者数はWAP100応募時点のものを用いた。

支援してきた経営体もあり、いずれも他産業に負けない「職場の魅力」を持つ経営体ばかり

です。当協会で2007年に発表したビジョンの中では「目指すべき未来」の一つに「農業が若

者の将来就きたい職業の第1位となる」と掲げました。WAP100は、まさにその未来を実現す

るための道標です。

「スタートアップ型」始めたくなる

「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
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※1　敬称略、委員長と副委員長以外は五十音順
※2　講評は、2017年度の委員から

「生きがい・食べがい・創りがいのある農業」に取り組む女性農業者102事

例と出会い感動した3年間でした。

（1）生きがい：乳幼児を育てる母親のための託児所、定年退職後のセカンド

ライフ農業、障害者雇用など「働きたくなる」「継ぎたくなる」「渡したくな

る」「始めたくなる」ダイバーシティ経営事例。

（2）食べがい：6次産業化で活躍する女性農業者の新商品・カフェ・食堂など

消費者を生産者の応援団にする食と農をつなぐ美味しいムーブメント事例。

（3）創りがい：若いセンスで農業にチャレンジし消費者と地域に愛されコミュ

ニティを盛り上げる楽しい持続可能な地域づくりの事例。

102事例の元気な女性農業者のエンパワメントモデルWAP100が日本の農

業・産業を変える起爆剤になると確信しています。

上村 協子
委員長

わが国における人手不足は、本表彰を実施した3年の間に、一層深刻な問題

となっている。魅力的な職場を提供できなければ、新たな採用が困難になるば

かりか、現在の従業員も辞めてしまうかもしれない。そのため、優秀な人材を

確保するための施策が、大企業、中小企業の区別なく進められている。仕事を

探している人からみれば、農業分野は、他産業も含めた数ある選択肢の一つで

しかない。認定された各経営体では、単に農業分野で働くことをアピールする

のではなく、地域の他産業における労働条件や福利厚生などの状況を意識した

取り組みが行われていることが見て取れた。これから女性の活躍を進めたい経

営体にとっても、大いに参考になるに違いないと思う。

深沼 光
副委員長

「農業の未来をつくる女性活躍経営体100選」

東京家政学院大学
教授

株式会社日本政策
金融公庫総合研究所　

主席研究員
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鈴木 泰子
委員

WAP100の4つの理念「働きたくなる」「継ぎたくなる」「渡したくなる」

「始めたくなる」。審査を通じ、こういう経営体を表彰してきたのだ、表彰した

いのだと審査委員が共有した思いである。作物や組織形態など様々であるが、

女性活躍を実践している経営体は制度導入や環境整備を行い、働きやすい雰

囲気や風土が形成され、社員のモチベーションをあげている。そこには両立実

践者として見本となる女性経営者・幹部社員の活躍や、女性の適性を理解し能

力を引き出す経営者が存在し、結果として業績の向上や多様性を持った事業展

開に結びついている。「こんな経営体があったのか」と感動する3年間だっ

た。WAP100が、認定された皆様の更なる飛躍の礎となりますことを願ってい

ます。

西山 由美子
委員

女性リーダーがぐいぐいと牽引する経営、男性経営者のもと多くの女性が生

き生きと働く経営、女性同士が協力し合ってわいわいと進める経営など、バラ

エティに富んだ農業経営体が発掘され、WAP100は、農業において女性が活き

るヒントがたくさん詰まった経営の集合体となった。この事業を通して、農業

にも女性を活かせる場面がたくさんあり、男性とは違った視点や特性をもつ女

性を活かすことが農業経営の改善向上につながることを知っていただきたい。

すでにこんなに多くの女性農業経営者がいることを知っていただきたい。そし

て実は…女性が活躍する経営体の多くは、性別を意識して区別することなく、

各人が持つものをのばし活かしているのだということを知っていただきたい。

青山 浩子
委員

「女性を特別に処遇するというより、むしろ性別に関係なく意欲と行動力のあ

る社員にチャンスを提供してきた結果、女性の活躍が広がった」―。審査を通

じて、多くの経営者から聞いた言葉でした。さらに驚いたのは、育児や介護な

どを抱える女性スタッフが勤務時間を調整できるよう、柔軟な対応をしている

経営体が想像以上に多く、しかも「かなり昔からやっています」という答えを

聞いたことです。政府や経済界などが「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）憲章」を発表したのは2007年ですが、農業の現場では、そのずっと

前から女性が活躍しやすい環境を整えていたということになります。農業は女

性の活躍の先進産業であり、あらためてそこに光を当てたのがWAP100ではな

いかと思います。

審査委員より 3 年間の講評　

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

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

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
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「農業女子プロジェクト」などによって注目を集めている農業における女性

活躍だが、家族経営が基本だった農業では昔から「農家の嫁」など女性が極

めて重要な役割を果たしてきたことを再認識させられた。他産業でも中小企業

では同様の傾向はあるが、日本の大企業では女性の地位が他の先進国に比べ

低いのは周知の事実だ。一方で、生命をはぐくむ農業は女性と最も適性ある職

業の一つだとも気づかされた。例えば牛の人工授精師で女性を採用したら、非

常に成績が上がったという。ただ他産業に比べた女性活躍の環境整備は発展

途上の印象。日本の農業が今後も、伝統的な家族農業、産業としての農業経

営、さまざまな形態が併存すると予想される中で、それぞれの制度整備が求め

られている。

WAPでは、それぞれの個性と取り組みが評価され100を超えるロールモデ

ルが3年で生まれた。認定経営体がゲスト参加するセミナー受講者によるアン

ケートの声に多くの学びがあることを実感し、あらためて意義を感じている。

是非各地で同様の取り組みが更なる広がりを見せることを期待したい。また

WAPは農業版ではあるが、農業分野と一般は違う、と簡単に片づけるなか

れ。3年間の審査を通じ女性が経営に関与していることを重視してきました。

結果、認定経営体は実際に売上、利益ともに伸ばしている。一般企業より役

員・管理職比率ともに高く、女性が経営への関与が高い農業分野の成果と実績

は、無視できない。迷わずダイバーシティ経営の推進をゆるめることなく進め

てほしいと心から願います。

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。

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
委員

株式会社時事通信社　
デジタル農業誌Agrio

編集長

横田 響子
委員

株式会社コラボラボ
（女性社長.net企画運営）

代表取締役
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「農業の未来をつくる女性活躍経営体100選」
2015〜 2017年度　審査委員

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
※2017年度

増田　篤 株式会社時事通信社　デジタル農業誌Agrio編集長

松澤　一美
東日本旅客鉄道株式会社　人事部
ダイバーシティー推進グループ　課長
※2015〜2016年度

松本　春枝
日本放送協会　宇都宮放送局長

（元人事局　ワーク・ライフ・バランス推進事務局長）
※2015年度

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、委員長と副委員長以外は五十音順）
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後継者は？
1 家族（または親族）に
後継者がいる。

2 家族に限らず、広く人材を
求めている。

経営陣・または管理職に女性
がいる。

Yes ／ No

女性が活躍する農業って、どんな取り組みをしているの？ 何から始めればよいの？

そんなあなたにWAP100モデル事例を紹介します。

いまの農業スタイルや、将来のビジョンを考えながら、質問にお答えください。

大切なのは、自身の経営に合った取り組みを一つずつはじめること。さあ、スタートです！

就農して10年以下
である。

Yes ／ No

従事者数※が11人
以上である。
Yes ／ No

あなたが目指す女性活躍の“カタチ”は？

産前産後休業、育児・介護休業
について利用実績がある。

Yes ／ No

現・代表が創業者である。
Yes ／ No

START

Yesまたは1

Noまたは2

※従事者数…�組織内で事業に従事する人数。法人経営であれば代表者、役員、従業員、常勤パートの合計人数、家族経営であれば、家族従事者　　　　（代表者を含む）、被雇用者の合計人数。ただし、非常勤パートは除く。

YesNo

ワーク・ライフ・バランス
を考え、適切な支援や柔軟
な働き方を提案している。
1 これから取り組む。
2 すでに取り組んでいる。
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今後、力をいれていきたいのは？
1 人材育成　　2 設備投資

従事者数40人を超える大規模経営で
ある。または今後そのような経営を
目指したい。

Yes ／ No

今後のビジョンは？
1 家族中心の経営
2 事業を拡大し、家族以外の雇用も
促進したい

スタートアップ型
―始めたくなる―

次世代育成型
―渡したくなる―

男女別トイレ、休憩室、シャワーな
ど働きやすい環境を整備している。

Yes ／ No

家族経営型
―継ぎたくなる―

大規模経営型
―働きたくなる―

※従事者数…�組織内で事業に従事する人数。法人経営であれば代表者、役員、従業員、常勤パートの合計人数、家族経営であれば、家族従事者　　　　（代表者を含む）、被雇用者の合計人数。ただし、非常勤パートは除く。

12ページへ

15ページへ

18ページへ

21ページへ

詳しくは次のページから！
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「夫の仕事を手伝っている」に奮起

麓farm（長野県諏訪郡原村、花き、2017年）は、齋藤暢一

さん・志穂さん夫婦が共同代表を務める花苗農家。志穂さんの

父が育てるシクラメンの美しさに暢一さんが感動したことを機

に就農を決意した。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。3年目に経営を分離し、父とは品目を変え、

新たに農地を借りて独立した。花のエンドユーザーはほぼ女性

であることから、経営判断には志穂さんの視点が活きる。志穂さんが就農してまず驚いたのが、男性

優位の業界事情だったという。農業に携わる女性を「妻が夫の仕事を手伝っている」とみなす雰囲気

は、家族経営協定を結び、共同経営者として覚悟を決めて就農した志穂さんにとって非常にショックな

ことだった。そこで共同経営者として認知してもらえるよう、営業や商談、交流会にも積極的に参加し

た。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という。

しかし、経営者として懸命に取り組む志穂さんの姿勢は徐々に認められていった。売上も順調に伸

び、創業4年目で4,000万円を超えた。しっかり結果を出したことで、周囲からの応援の声も増えた

という。志穂さんの姿は「女性が元気で楽しそうに働いている」と取引先にも好印象を与え、信頼関係

農業経営を新たに始めたい。そんな方々のモデルとなるのが、「スタートアップ型」。就農から間もな

くは、生産の安定、資金調達、販路開拓、人材の確保、地域とのお付き合いなど、様々な経営課題

に直面し、悩む時期でもある。これから紹介するのは、目標の実現に向けて着実に歩みを進める経営

体であり、そこには女性たちの活躍が欠かせない要素となっている。また、働きやすい職場、自己実

現できる職業として農業を選択し起業する女性たちもいる。彼女たちは周囲のサポートを得ながら農

業に取り組み、重量の軽い品目の選定・作業の機械化など工夫を凝らして重労働を改善。農業生産

は男性中心の仕事という概念を見事に覆すだけでなく、女性だからできる魅力ある農業を発信する。

スタートアップ型―始めたくなる

スタートアップ型の認定経営体

認定年度 都道府県名 会社・屋号 参照 
ページ

2017年

富山県
株式会社 Staygold 
てらだファーム

44

福井県 企業組合うめっぽ 44
長野県 麓 farm 45
岐阜県 株式会社寺田農園 46
岐阜県 わさび屋株式会社 46
京都府 株式会社農夢 47
大分県 ウーマンメイク株式会社 51

鹿児島県 村商株式会社 52

認定年度 都道府県名 会社・屋号 参照
ページ

2015年
新潟県 株式会社あぐ里能生 28

富山県 株式会社アグリたきもと 28

2016年

北海道 株式会社ふるさとファーム 34
宮城県 株式会社はなやか 35
茨城県 株式会社ドロップ 35
三重県 特定非営利活動法人あぐりの杜 37
兵庫県 株式会社博農 38

2017年
北海道 Ambitious Farm 株式会社 41
千葉県 株式会社アグリスリー 43

※WAP100応募時の創業年・従事者数をもとに分類
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構築にもつながった。

現在は、地域の女性農業者と横のつながりを持つため、「NAGANO農業女子」のコアメンバーとし

て活躍するほか、2017年には、地区で初の若手女性農業者グループを設立。幼少の頃は農家の娘で

いることが嫌だったという志穂さん。今では、地域の女性が誇りを持って農業に取り組むことで、子供

たちが憧れる、かっこいい職業に変えたいと考えている。

ルールづくりにより気兼ねなく働ける職場へ

Ambitious Farm株式会社（北海道江別市、露地野菜、2017

年）は、元商社マンで新規就農者である代表の柏村章夫さん

と、農家後継者5代目の伊藤儀さんが「次世代が魅力的に感じ

る農業をやりたい」と起業。二人の妻たちも、パートを経て現

在は正社員として現場を切り盛りする。

男女の区別なく自分の夢や希望を具現化し、権限と責任を持

って仕事で自己実現してほしいという同社。まず、女性が働きやすい環境とは何かを話し合うことから

始めたという。そして、役員の妻たちが中心となり、子供を持つ従業員の心配事を解消する「ルール

づくり」を行った。たとえば、「保育園や幼稚園からの連絡があった場合30分後にはお迎えに行って

良い」、「習い事や体調がすぐれない時は、勤務時間の短縮や、半休などを使えるようにする」など

だ。当たり前のことでもルールとしてあれば、気兼ねなく、安心して申し出ることができる。また、社

内・社外の勉強会やセミナーへの参加も促しており、こうした取り組みは、従業員のモチベーションや

スキル向上につながり、会社の売上も順調に伸びている。

子育て×農業の可能性

株式会社ドロップ（茨城県水戸市、施設野菜、2016年）の

代表・三浦綾佳さんは、非農家出身。販売や広告代理店の仕事

をしていたが、自身の出産を機に「子育てしながらでも女性が

輝ける職場をつくりたい」との思いから就農を決意。1年間の

農業研修を経て、2013年に「株式会社ドロップ」を設立し

た。同社では設立当初から育児・介護休業規程やフレックスタ

イム制度を完備。働きやすい環境づくりは、優秀な女性従業員

の獲得につながっている。

「自分で作ったものを自ら売りたい」と、自社ブランドの農産物や加工品を販売する。商品のブラン

ディングには前職の経験が大いに活かされており、看板商品である「美容トマト」は可愛いパッケージ

と品質の高さが人気だ。社員へは農業女子プロジェクトなどが主催するイベントに積極的に参加して
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もらう。自ら生産した農産物を消費者に直接PRすることで、消費者の意見を取り入れることもでき、

生産技術やモチベーションの向上につながっている。

全員女性。期待の企業

ウーマンメイク株式会社（大分県国東市、施設野菜、2017

年）は、地元の女性たちに働く場を提供したいとの思いから、

2015年、女性役員5名で設立した。代表の平山亜美さんは大

阪府出身で、大分県内の大学を卒業した後、出産・育児を機に

農業参入を決心。地元で長年ネギの水耕栽培をおこなう株式会

社上原農園で研修を積むなかで農業の基本や、資金調達など就

農に必要なことを学んだ。ノウハウも実績もない中での出発で

はあったが、周囲からのバックアップ体制もあり、本格的に事業を開始した。2016年には4,200万

円を売り上げ、経常利益の黒字化を達成した。

従業員も全て女性という同社は、女性のライフスタイルに合わせて5つの勤務時間を設定。子育て世

代と子育てがひと段落した世代。様々な世代がいることで補い、協力しあっている。商品は、「“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」の意味を込めて「やさいま

ま」というブランド名で販売。地元の市場に出荷するほか、空港に近い地の利を活かし都市圏のスー

パーにも出荷している。同社の取り組みは始まったばかりだが、働く女性の雇用創出に大きな期待が寄

せられている。
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家族で仲良く農業を営みたい。ゆくゆくは子供世代に継いで欲しい。そんな方々のモデルとなるのが

「家族経営型」。家族経営というスタイルでは、経営主や農地の所有者は世帯主（主に男性）が担うこ

とが多く、ともすれば女性の社会的地位は低くみられがちである。また、ワークライフバランスの面

でも女性は大きな負担を強いられる場合が多い。農家の後継者不足・嫁不足が叫ばれて久しいが、

これから紹介する経営体は、閉鎖的・封建的な家族経営農業のイメージを覆し、「継ぎたくなる農

業」を体現する。家族一人ひとりがお互いに個性と能力を認め合い、対等な仲間として共同経営的に

営んでいる。

家族経営型の認定経営体

認定年度 都道府県名 会社・屋号 参照
ページ 認定年度 都道府県名 会社・屋号 参照 

ページ

2015年

北海道 有限会社森谷ファーム 26

2017年

新潟県 株式会社花の米 44

埼玉県 有限会社大畠畜産 27 長野県 株式会社あずみ野エコファーム 45

千葉県 株式会社須藤牧場 27 岐阜県 生駒牧場 47
大分県 和泉農園 33 三重県 株式会社上田商店 47

2016年 佐賀県 株式会社百姓屋 40 山口県 有限会社梶岡牧場 49
沖縄県 株式会社アセローラフレッシュ 52

過酷な作業を改善。牛も人も気持ちよく過ごせる牧場へ

株式会社須藤牧場（千葉県館山市、酪農、2015年）は、3

代続く牧場で、須藤裕紀さんが代表を務める。同社が働きやす

い環境づくりに取り組んだのは、まだ法人化していない1987

年。代表の妻・陽子さんが結婚を機に就農したことがきっかけ

だった。それまでは1日13時間労働で過酷な作業だったが、フ

リーストール牛舎や、安全で操作が簡単な機械（自動給餌器・

ホイルローダーなど）の導入により、労働時間の短縮や、快適

な労働環境を実現した。

その後、いち早くグリーンツーリズムに注目し、陽子さんを責任者とする「体験交流部門」を立ち上

げた。気配りの行き届いた体験交流部門は徐々に人気が高まり、年間90件に拡大。陽子さんは酪農教

育ファーム立ち上げにも関わり、2001年には牧場が認定された。酪農をしながら3人の子育てと義母

の介護を経験した陽子さん。現在は、代表の裕紀さん、陽子さん、代表の父のほか、長女がカフェの

店長として、次男が後継者として経営に参画している。

それぞれの役割分担を明確にし、男女問わず責任を持ちいきいきと取り組めるよう、家族経営協定

を締結。2014年に牧場を法人化した後も、家族5人を中心に、牛も働く人も気持ちよく過ごせる牧場

づくりを実践している。

家族経営型―継ぎたくなる

※WAP100応募時の創業年・従事者数をもとに分類
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夫と専業農家の道へ。子供が憧れる素敵な職業に

株式会社百姓屋（佐賀県伊万里市、養鶏・花き、2016年）

の代表の市丸道雄さんは、1994年に脱サラして家業の養鶏を

継ぎ、2012年に法人化した。代表の妻・初美さんは、夫と就

農してすぐ「なぜ農業では、女はいつも男の付属品みたいな扱

いなんだろう」と感じ、各々が責任を持って仕事を進められる

よう役割分担に取り組んだ。初美さん念願の花苗部門は、仕入

れや販売・対外的な交渉のすべてを自身の名前でおこなう。花

苗を綺麗だと買ってくれる人がいることに喜びを感じ、仕事へ

の責任や自信につながっている。2001年には夫婦間で家族経営協定を締結。後を継ぎたいという子

供たちが農業を職業として歩むための基盤づくりだった。

2006年度、子供の就農を機に協定内容を見直すとともに、家族全員で認定農業者の共同申請を実

施。家族一人ひとりがプロの農業者として責任を持って取り組んでいる。現在、ブロイラー部門は代

表の道雄さんと、長男、次女の夫が担当し、花苗部門は代表の妻・初美さんと長女、次女、社員2名

とパート1名が担当する。「農業って本当に素敵な職業だと胸を張って言えるようになりました」と初

美さん。楽しみながら農業にチャレンジする姿は女性農業者の憧れである。

娘たちが継ぎたくなる稲作経営

株式会社花の米（新潟県上越市、稲作、2017年）は、稲作

＝男性の仕事というイメージを覆し、二人の娘たちが大活躍す

る家族経営だ。代表の黒川義治さん夫婦は、娘たちが幼い頃か

ら農業の楽しさを教えており、長女・千恵さんは「両親の姿に

憧れて小学生の頃から家を継ぐことを決めていた」と話す。義

治さんは娘たちから就農の希望を聞いた際、嬉しいと思う半

面、それまでの経営の不安定さに危機感を持ったという。そこで2012年に法人化を決意。長女が中

心となり登記手続きをおこない、就業規則には、母性健康管理のための休暇、看護休暇や育児・介護

休業についてもしっかり記載し、女性が働きやすい条件を整備。長女は、事務全般と営業を担う。新

規取引先の開拓や消費者交流にも力を入れ、飲食店の取引先数は倍以上に増加した。三女・沙希さん

は、父とともに農業機械に乗りオペレーターとして活躍。作付面積拡大に貢献するほか、新たに野菜

生産にも取り組んでいる。

今後は、もちなどの加工品にも本格的に着手し、さらなる経営発展を目指す。

「家族経営だからこそ日常の言葉に気をつけている」と、義治さん。家族ゆえに我慢できる事もある

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

16



え方を肝に銘じているという。時には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、二人を前途有望な若き農業者へと着実に育成している。

大好きな父の干し芋をスイーツに

株式会社上田商店（三重県志摩市、露地野菜、2017 年）

も、子供たちが父の思いを継承し、経営発展した事例。同社

は、代表の父・上田久和さんがひとりで営んでいたサツマイモ

生産・干し芋加工業を、4人兄妹の次女と次男が継ぎ、2016

年に法人化した。代表は末っ子の圭佑さん、専務は姉の橘麻衣

さん、そして両親と4人の家族経営だ。麻衣さんが父の仕事を

手伝うようになったのは、2番目の子供を出産した頃。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という。そのやるせない思いから救

ってくれたのが、父の作る干し芋だった。「父の干し芋、志摩の干し芋文化を守っていきたい」と就農

を決意。

元パティシエの麻衣さんが作る干し芋スイーツは「ちょっと雅な農家スイーツ」がコンセプト。“イ

ンスタ映え”するスイーツは人気となり、カフェを併設する直売所には若い女性が多く訪れるようにな

った。「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」という麻衣さん。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。

家族経営協定とは、家族一人ひとりがお互いに個性と能力を認め合い、対等な仲間として

“共同経営的に”農業を営むためのもの。スタートブックには、協定締結までのステップ

や、具体例が記載してあるのでぜひチェックを！

「さあはじめよう！ イキイキ家族の「家族経営協定」スタートブック」
http://hojin.or.jp/standard/kazokukeieikyoutei_startbook.pdf
※当協会のHPから無料でダウンロードできます（平成28年度農林水産省補助事業「輝く女性農業経営育成事業」）

家族経営協定とは
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次世代育成型―渡したくなる

家族以外の人を組織に加えながら農業経営を発展させ、次世代につないでいきたい、地域農業を

支えていきたい。そんな経営体のモデルが「次世代育成型」である。創業から年数が経ち、農業の

経験やノウハウ、実績がある程度蓄積されると、次なる課題の一つとなるのが「人材確保」と「人材

育成」である。例えば、これから生産を拡大したい、6次産業化に取り組みたいという場合は当然人

手不足となるし、いまの経営規模で事業を継続したいという場合でも、将来的に組織を維持するに

は、知識やノウハウを誰かに継承する必要がある。しかし、「求人募集をしても応募がない」、「せっ

かく雇用したのにすぐに辞めてしまう」といった悩みを抱える経営者も多いのではないだろうか。

これから紹介するモデルは、女性が経営参画し、女性に選ばれる職場・能力を活かす職場を実践し

ている。重労働の改善や労働環境の整備はもちろんのこと、女性を単なる労働力として雇用するので

はなく、彼女たちのアイディアを経営発展につなげ、次世代の農業を担う人材として育成している。

次世代育成型の認定経営体

認定年度 都道府県名 会社・屋号 参照
ページ 認定年度 都道府県名 会社・屋号 参照 

ページ

2015年

北海道 農事組合法人ぴりかファーム 26

2016年

三重県 有限会社小林ファーム 37

青森県 まるせん川村　青森観光りんご園 26 三重県 有限会社田園 37

宮城県 デリシャスファーム株式会社 27 島根県 株式会社松永牧場 38
栃木県 有限会社ハ―レー牧場 27 香川県 株式会社 Sun so 39
山梨県 有限会社ぶどうばたけ 28 福岡県 農事組合法人モア・ハウス 39
石川県 株式会社ぶった農産 29 福岡県 有限会社小林きのこ産業 39
静岡県 有限会社佐野ファーム 29 佐賀県 農事組合法人中山牧場 40
三重県 株式会社ささら 30 大分県 株式会社赤野農園 40
三重県 有限会社松葉ピッグファーム 30 大分県 鷲頭牧場（イーグルファーム） 40

三重県 農事組合法人鈴鹿山麓・NATUVE 30

2017年

岩手県 有限会社かさい農産 41

滋賀県 有限会社池田牧場 30 山形県 有限会社ドリームズファーム 41

滋賀県 株式会社みやもと農園 31 群馬県 有限会社さかもと園芸 42

滋賀県 有限会社るシオールファーム 31 埼玉県 株式会社関東地区昔がえりの会 42

香川県 有限会社広野牧場 32 埼玉県 株式会社しゅん・あぐり 43

長崎県 有限会社島原自然塾 32 神奈川県 株式会社高梨農園 43

熊本県 有限会社宮川洋蘭 33 長野県 しろうま農場有限会社ティーエム 44

大分県 有限会社サザンガーデン 33 静岡県 株式会社 DOI FARM 45

2016年

北海道 有限会社十勝しんむら牧場 34 静岡県 有限会社三和畜産 45

北海道 有限会社大塚ファーム 34 岐阜県 株式会社大雅 47

青森県 有限会社 ANEKKO 34 岡山県 有限会社安富牧場 48

山形県 株式会社やまがたさくらんぼファーム 35 広島県 有限会社　平田観光農園 48

茨城県 有限会社横田農場 35 福岡県 株式会社カラーリングファーム 50

群馬県 有限会社農園星ノ環 36 佐賀県 有限会社伊万里グリーンファーム 50

石川県 有限会社三共農園 36 熊本県 株式会社みっちゃん工房 50

長野県 農事組合法人安曇野北穂高農業生産組合 36 沖縄県 有限会社伊盛牧場 52

※WAP100応募時の創業年・従事者数をもとに分類
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女性のアイディアを取り入れて経営発展

有限会社大塚ファーム（北海道石狩郡新篠津村、露地野菜、2016年）

は、加工品製造で通年雇用できる体制を整え、女性を含めた優秀な若手農業

者を積極的に正社員として雇用している。石狩平野にある同社では、冬場の

農業生産が難しく季節雇用をせざるを得ない状況だった。そこで2009年に

加工品の製造に着手。代表の大塚裕樹さんが築き上げた有機野菜の生産を、前職で営業を経験した代表の

妻・早苗さんが上手く加工・販売へとつなげた。

看板商品である「有機ほし甘いも」や、女性社員のアイディアを商品化した「バジルドレッシング」は完

売するほど好評である。また、もともと男性スタッフ中心だった農作業も、力を必要としないハーブや葉物

野菜、ミニトマトに移行したことで女性の雇用も増加。2014年から女性4名を正社員として雇用。生産、

販売、商品開発の各部門でその能力を発揮する。社員には、適性に合わせて現場の担当責任者を任命してお

り、男女分け隔てなく平等に扱う風土がある。農業をこの地で続け、次の世代に受け渡すことを目標に堅実

な農業経営をおこなう。

農家の後継者不足から次世代を担う経営者を育成

有限会社平田観光農園（広島県三次市、果樹・施設園芸、2017年）は、創業者で会長の平田克明さん

が、衰退する故郷のブドウ栽培を惜しみ1985年に開業した。広く有能な人材を求め、農業経営者として育

労働条件が魅力！女性が生産を担う法人

株式会社Sun so（香川県観音寺市、露地野菜、2016年）は青ネギを生

産する農業法人で、生産部門を担うのは女性たちだ。同社は、代表・尾池章

良さんの両親が農家だったことをきっかけに創業。2012年、規模拡大のた

め法人化した際には、妻・美和さんも取締役として経営参画した。

同社の魅力は、その労働環境である。就業規則、育児介護休業規則を定

め、従業員がいつでも確認できる場所に保管※。パートは土日祝日休み、正社員は曜日交代制の週休2日で、パ

ート・正社員ともに有給休暇取得率100%を実現する。休憩室や男女別のロッカー室とトイレは清潔に保たれ

ており、農作業や調整作業はできるだけ重労働がないよう工夫されている。「業務内容よりも労働条件に魅力を

感じて同社を選んだ」との声も多く、長期雇用や離職率低下につながっている。労働力不足のなか「選ばれる

職場」を実践する先進モデルである。

※ 常時労働者が10人以上いる事業場は、就業規則の作成が義務となる。農業には労働基準法の適用除外規定はあるものの、適正

な労働環境を整備することは、優秀な人材の確保や、長期雇用につながる（詳しくは58ページ付録「社会保険制度の整備と活

用について」参照）。

▲  株式会社Sun soの作業場、
男女別トイレ、更衣室
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て独立させることを社是とし、男女の別なく、生産から販売、体験サービ

ス、企画や経理事務まで、農業経営に必要なあらゆる業務を経験させている。

女性はまじめで几帳面な人が多く、どんな作業をさせても完成度が高いと

いう。特に、商品開発の企画・販売では、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。英語が堪能な女性社員が

入社し、インバウンド旅行客が前年比120％増加した例もある。求人はイン

ターネットサービスを利用しており、彼女たちのような優秀な人材が全国から

応募してくるという。社内ではマーケティングなどの研修も実施。「農業経営者塾」のような同社では、これ

までに6組が社内結婚して独立している。現社長の平田真一さんは「これからは女性にもどんどん社長になっ

てほしい」と話す。

女性が農業で自立し、素敵な田舎へ

農事組合法人モア・ハウス（福岡県三潴郡大木町、きのこ、2016年）

は、農村女性の自立を応援する。法人発足の経緯は、JA福岡大城大木地区し

めじ部会が「女性中心で経営する法人を作ろう」と経営者を公募したこと。

集まったのは技術的・経営的ノウハウはなく、もともと知り合いでもない4

名の女性たち。個人で資本金を捻出し1997年に設立。「生産現場を担う女性が農業で自立し、古い体質のム

ラを希望溢れる“素敵な田舎”に変えていきたい」という強い理念のもと、幾多の苦難を乗り越え経営発展を

遂げてきた。役員はそれぞれの強みを活かして役割を分担。従業員も皆いきいきと働く。農村女性が1人前の

所得を得るため、キャリア形成への取り組みに力をいれる。

月1回の個人面談では作業上の悩みを聞き、スキルアップのための技術的なアドバイスをするほか、パー

トから正社員への登用も5名の実績がある。また、アスパラガスでは研修生も受け入れており、これまで8

名が独立している。

経営の多角化により女性従業員が増加。雇用の場を創出

有限会社伊盛牧場（沖縄県石垣島、酪農、2017年）は、6次産業化をき

っかけに女性が働きやすい環境づくりに取り組んだ。同社は酪農経営をおこ

なうほか、2010年には特産品を利用したジェラートやジャム、牛肉加工品

を扱う「ミルミル本舗」を開設。生産・販売・加工部門で女性が活躍する。

石垣島は古くからの伝統行事が盛んで、特に女性は家事や育児、介護をこ

なしながら地域の付き合いに参加する人が多い。そこで同社は、柔軟な勤務形態や時間短縮など女性の生活

スタイルに合わせて働ける環境を整備した。また、女性従業員の意見を経営に反映するため、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回おこなう。社内勉強会も実施し、意欲の高い人は正社員に

昇格させるなど、女性のキャリア形成にも積極的だ。

近年人手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

雇用が確保できたことで、売上は8割、利益は9割の増加につながったという。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。
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大規模経営型―働きたくなる

さらなる雇用増大を目指す経営体のモデルとなるのが「大規模経営型」。多くの従業員を雇用し、日

本農業をけん引する農業経営体である。これらの経営体が現在のような発展を遂げた根幹には、女

性に限らず、働く人を大切にする組織風土と、経営者の姿勢がある。人手不足は農業分野に限ったこ

とではなく、あらゆる産業において優秀な人材を確保する努力がおこなわれている。そのような状況

で、これらの経営体は「選ばれる職場」となり、女性たちがリーダーとして、組織を支える人材とし

て活躍する。そしてこの取り組みは、高齢者や障がい者など、多様な人材が活躍する職場づくりへと

広がりをみせている。これから紹介するモデルには、大規模経営に至るまでの経営者の「気づき」と

経営改革がある。

大規模経営型の認定経営体

認定年度 都道府県名 会社・屋号 参照
ページ 認定年度 都道府県名 会社・屋号 参照 

ページ

2015年

青森県 有限会社柏崎青果 26
2016年

奈良県 株式会社農業公園信貴山のどか村 38

石川県 株式会社六星 28 福岡県 有限会社久保田農園 39

静岡県 京丸園株式会社 29

2017年

茨城県 有限会社アクト農場 42

静岡県 株式会社カクト・ロコ 29 群馬県 グリンリーフ株式会社 42

京都府 こと京都株式会社 31 愛知県 農事組合法人鵜の味 46

島根県 有限会社旭養鶏舎 31 和歌山県 株式会社早和果樹園 48

愛媛県 ベルグアース株式会社 32 広島県 農事組合法人ファーム・おだ 48

熊本県 セブンフーズ株式会社 32 山口県 有限会社グリーンハウス 49

鹿児島県 株式会社日野洋蘭園 33 徳島県 株式会社カネイファーム 49

2016年
茨城県 株式会社ゲブラナガトヨ 36 熊本県 株式会社サン・ファーム 50

愛知県 有限会社石川養豚場 37 大分県 有限会社本川牧場 51

滋賀県 株式会社横江ファーム 38 宮崎県 アミューズ株式会社 51

働き方改革で男女共に快適な労働環境を整備

セブンフーズ株式会社（熊本県菊池市、養豚、2015年）は、技

術開発や取引先の開拓に取り組み、規模拡大してきた。しかし

2013年頃まで、女性従業員が活躍しやすい仕事環境とは言えなか

ったという。男性中心の組織づくりになっていたことに加え、当時

の規模拡大に伴い、成果型の報酬制度に変更したことが逆に従業員

の意欲を下げた。その年、19名いた女性従業員のうち6名が一気に退職。特に代表の前田佳良子さんに

とって衝撃だったのは、そこに幹部候補として育ててきた入社4年目の社員がいたことだった。「女性経

営者の立場でありながら、心から女性社員の立場になって考えていなかった」と前田さんは振り返る。

その後、同社の改革は始まる。ここで重要なプロセスは、この制度づくりに初めから社員が参画した

こと。社外勉強会、社会保険労務士の指導をもとに独自の「ワークライフバランス制度」を導入し

た。この制度では、長時間勤務が難しい社員に対して、「勤務時間限定正社員」への選択肢を設ける。

業務の軽減を図ることで、出産・育児・介護を理由とした離職を防ぐことが目的だ。既に女性社員の

※WAP100応募時の創業年・従事者数をもとに分類
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利用実績もあり、もちろん男性社員の活用も望まれている。また、男女関係なく公平に昇進する機会

を与えており、一人ひとりが望む形で実績を積み重ねられる。そんな環境を社員と話し合って整備し

たことが、優れた経営につながっている。

すべての従業員が適材適所で働けるダイバーシティ先進企業

京丸園株式会社（静岡県浜松市、施設野菜、2015年）が、初

めて採用した社員は女性だった。彼女は旺盛な研究心を持ち、収

穫コンテナの軽量化など作業効率の向上にも優れた業績を残し

た。この経験から、代表の鈴木厚志さんは、女性を単に労働力の

提供者として捉えるのではなく、女性の能力を活かした経営戦略

へと舵をきる。総務部長を務める妻・緑さんと共に、女性が働き

やすい環境を整備。2015年には子育てサポート企業として厚生労働省から認定を受けた。

現在では、野菜の出荷調整や商品開発などで多くの女性が活躍する。また、同社では精神や身体な

どに障がいを持ったスタッフが20名以上働く。障がい者を受け入れたことで、農業経営に大きな変化

が生まれたという。「種まきから収穫まで全て一人でできて一人前」という考えから、「目の前にいる人

がどうやったら仕事をできるようになるか」を考えるようになった。作業を分解し、作業の方法、指示

の仕方を工夫する。他者への思いやりあふれる職場風土のなか、女性に限らず誰にとっても働きやす

い職場を実現している。

農業法人初の託児所を設置。企業的農業経営を実践

グリンリーフ株式会社（群馬県昭和村、露地野菜、

2017 年）は、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

さん。課長や工場長代理などの管理職に女性を配置し、

役員の半数を女性が務める先進的な企業である。2016

年には、農業法人で初めて事業所内託児所を設置（右下写真）。子育て中の

女性の採用を促進するとともに、出産した女性社員の早期復職を応援してい

る。「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とることができて嬉しい」など利用者からも好評だ。

多くの加工品を製造する同社では、女性の豊かなアイディアが活かされている。「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的に担う。有機栽培

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
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円を超える同社の看板商品だ。「企業的農業経営の中で、女性の力を積極的に活用したい」と澤浦さ

んは語る。

女性高齢者が大活躍する農業経営

有限会社アクト農場（茨城県東茨城郡茨城町、施設野菜、2017

年）は、離農する高齢者の職場を確保すること、若い人材が地域

に根付き活躍の場を作ることを目的に法人化した。特に同社では

65歳以上の女性パートたちが大活躍している。地域や親族の行事

で忙しい女性たちのために、パートは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をとることで長期雇

用が増え、20年継続で働く85歳の女性もいる。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。巨大組織で働いた前職の経験を活かし、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。

「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」と取締役の関美恵子さんは話す。長年勤めてもらえることで安定した人材確保が

でき、健康で働く意欲のある高齢者の就労の場として地域にも貢献する。高齢社会の日本においてモ

デルとなる農業経営である。

人を大切にし、幅広い世代が活躍できる職場づくり

株式会社早和果樹園（和歌山県有田市、果樹、2017年）は、

1979年にみかんの専業農家7戸が集まって創業、2000年に法

人化した。現在は、うち4戸の後継者を中心に経営している。同

社では若手から中堅、シニア層まで多くの女性たちが働く。その

活躍の場は、生産、加工品製造、出荷、営業、総務など多種多様

で、男女関係なく適性に合わせて配属しており、出荷やお客様対応の部署では、女性が管理職として

活躍する。2017年には、シニア層の女性たちの新たな職場として子会社「株式会社早和なでしこ」

を設立。休憩室の一角を利用し、社員食堂として昼食を提供する。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。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。

また、数年前から新卒採用を始め、半数以上は女性を採用している。社内に若い人材が増えてきた頃か

ら、社内に活気が生まれ、売上の増加にも結びつくようになった。事業拡大や世代交代を経た同社だが、人

を大切にし、幅広い世代が働きやすい環境を整備することで、組織の安定化・経営の発展につなげている。
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有限会社森谷ファーム 北海道北見市

代表者名 森谷　健吉 資本金 3 百万円
設立年 1992 年 2 月 1 日 売上高 82 百万円（2015 年 1 月期）

事業内容
生産（タマネギ、白
花豆等）

経営規模 畑 35ha

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

女性活躍
支援

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

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

農事組合法人ぴりかファーム 北海道瀬棚郡今金町

代表者名 末藤　春義 資本金 11 百万円
設立年 1999 年 10 月 1 日 売上高 172 百万円（2014 年 12 月期）

事業内容
生産（稲作、ジャガ
イモ、ニンジン等）、
消費者直売、作業受託

経営規模
田 45ha、畑 92ha、
施設 1,346㎡

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

女性活躍
支援

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

有限会社柏崎青果 青森県上北郡おいらせ町

代表者名 柏崎　進一 資本金 60 百万円
設立年 1991 年 3 月 1 日 売上高 1,530 百万円（2015 年 2 月期）

事業内容
生産（ニンニク）、
加工・製造（ゴボウ茶）

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

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

女性活躍
支援

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

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

代表者名 川村　忠則 資本金 ―
創業年 1965 年頃 売上高 34 百万円（2014 年 12 月期）

事業内容
生産（リンゴ）、消費者直売、
加工・製造、観光・交流、飲食

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

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

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
短時間勤務制度

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

まるせん川村 青森観光りんご園 青森県青森市

2015年度認定経営体の詳細
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WAP100　認定経営体の詳細

※経営体の情報はWAP100認定時点のものです。

デリシャスファーム株式会社 宮城県大崎市

代表者名 今野　文隆 資本金 50 百万円

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

事業内容
生産（トマト）、消費者直売、 
加工・製造、観光・交流、飲食

経営規模
施 設 16,776 ㎡、加 工 場
76㎡、直売所 181㎡

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

女性活躍
支援

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

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

有限会社ハーレー牧場 栃木県那須塩原市

代表者名 月井　美好 資本金 30 百万円
設立年 1998 年 11 月 9 日 売上高 152 百万円（2015 年 7 月期）

事業内容
生産（酪農）、消費者
直売（駅構内売店等）

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

従事者数
7 人

（うち女性 3 人。女性内訳：役員 2 人、一般職 1 人）

女性活躍
支援

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

有限会社大畠畜産 埼玉県児玉郡神川町

代表者名 大畠　永行 資本金 8 百万円
設立年 1989 年 3 月 8 日 売上高 82 百万円（2015 年 2 月期）

事業内容
生産（養豚）、消費
者直売、観光・交流

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

従事者数 2 人（うち女性 1 人。女性内訳：管理職 1 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］休暇（介護看護）、短時間
勤務制度

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

株式会社須藤牧場 千葉県館山市

代表者名 須藤　裕紀 資本金 5 百万円
設立年 2014 年 7 月 28 日 売上高 89 百万円（2015 年 11 月期）

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

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

従事者数 7 人（うち女性 2 人。女性内訳：役員 2 人）

女性活躍
支援

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

［女性に配慮して取組んだ環境整備］施設設備関係（野外トイレ
の設置）、重労働等の業務改善、技術・知識の習得支援
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有限会社ぶどうばたけ 山梨県甲州市勝沼町

代表者名 三森　斉 資本金 3 百万円
設立年 2006 年 4 月 6 日 売上高 57 百万円（2014 年 11 月期）

事業内容
生産（ブドウ）、消費
者直売､ 加工 ･ 製造

（ワイン）
経営規模 樹園地 5.6ha

従事者数
11 人

（うち女性 6 人。女性内訳：役員1人、一般職1人、常勤パート4 人）

女性活躍
支援

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

株式会社あぐ里能生 新潟県糸魚川市

代表者名 日野　富保 資本金 4 百万円
設立年 2007 年 2 月 6 日 売上高 58百万円（2015年4月期）

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

経営規模
田 30ha、 施 設 181 ㎡、
加工場 45㎡

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

女性活躍
支援

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

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

株式会社アグリたきもと 富山県下新川郡入善町

代表者名 海道　瑞穂 資本金 3 百万円
設立年 2010 年 3 月 4 日 売上高 57 百万円（2015 年 2 月期）

事業内容
生産（稲作）、消費者
直売、作業受託

経営規模 田 77ha、施設 440㎡

従事者数
6 人

（うち女性 3 人。女性内訳：役員 2 人、常勤パート 1 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
休暇（介護）

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

株式会社六星 石川県白山市

代表者名 輕部　英俊 資本金 24 百万円
設立年 1989 年 10 月 26 日 売上高 980 百万円（2015 年 3 月期）

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

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

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

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］休暇（産前産後・育児・介護）
［女性に配慮して取組んだ環境整備］施設設備関係（屋内トイレ
の設置）
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※経営体の情報はWAP100認定時点のものです。

株式会社ぶった農産 石川県野々市市

代表者名 佛田　利弘 資本金 10 百万円
設立年 1988 年 3 月 1 日 売上高 147 百万円（2015 年 2 月期）

事業内容
生産（稲作）、加工・
製造、消費者直売、
作業受託、研究開発

経営規模 田 28ha、畑 1.4ha

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

女性活躍
支援

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

有限会社佐野ファーム 静岡県周智郡森町

代表者名 佐野　元洋 資本金 3 百万円
設立年 2003 年 5 月 2 日 売上高 147 百万円（2015 年 4 月期）

事業内容
生産（レタス類、ト
ウモロコシ等）

経営規模 施設 9,240㎡、直売所 20㎡

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

女性活躍
支援

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

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

京丸園株式会社 静岡県浜松市

代表者名 鈴木　厚志 資本金 8 百万円
設立年 2004 年 10 月 1 日 売上高 291百万円（2014年9月期）

事業内容
生産（チンゲンサイ等）、
消費者直売、作業受託

経営規模
田 0.7ha、畑 0.5ha、施設
10,000㎡

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

女性活躍
支援

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

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

株式会社カクト・ロコ 静岡県浜松市

代表者名 野末　信子 資本金 8 百万円
設立年 2004 年 10 月 8 日 売上高 220 百万円（2015 年 9 月期）

事業内容
生産（花き）、消費
者直売、加工・製造

経営規模
施設 20,000㎡、加工場 20㎡、
直売所 300㎡

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

女性活躍
支援

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

［女性に配慮して取組んだ環境整備］施設設備関係（休憩室・屋内・
野外トイレの設置）、重労働等の業務改善、技術・知識の習得支援
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株式会社ささら 三重県鈴鹿市

代表者名 大野　博司 資本金 12 百万円
設立年 2006 年 1 月 1 日 売上高 242 百万円（2014 年 12 月期）

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

従事者数 8 人（うち女性 3 人。女性内訳：管理職 3 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
休暇（育児・介護）

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

有限会社松葉ピッグファーム 三重県いなべ市

代表者名 松葉　幸道 資本金 3 百万円
設立年 1997 年 1 月 1 日 売上高 380百万円（2015年4月期）

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

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

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

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］短時間勤務制度
［女性に配慮して取組んだ環境整備］施設設備関係（休憩室・屋
内トイレの設置）、重労働等の業務改善

農事組合法人鈴鹿山麓・NATUVE 三重県鈴鹿市

代表者名 近藤　徳久 資本金 3 百万円
設立年 2014 年 8 月 5 日 売上高 19 百万円（2014 年 12 月期）

事業内容
生産（野菜 500 品種
以上）、消費者直売

経営規模 畑 2ha

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

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］
短時間勤務制度

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
重労働等の業務改善

有限会社池田牧場 滋賀県東近江市和南町

代表者名 池田　義昭 資本金 10 百万円
設立年 1998 年 7 月 売上高 170百万円（2015年2月期）

事業内容

生産（酪農）、消費者直
売（レストラン）、加工（ア
イスクリーム）、宿泊体
験施設（あいきょうの森）

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

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

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］施設設備関係（休憩室の設
置）、重労働等の業務改善、技術・知識の習得支援
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株式会社みやもと農園 滋賀県近江八幡市

代表者名 宮本　圭一郎 資本金 0.2 百万円
設立年 2011 年 4 月 1 日 売上高 31 百万円（2015 年 3 月期）

事業内容
生産（ミニトマト、
コマツナ、ブロッ
コリー等）

経営規模 畑 1.5ha、施設 6,600㎡

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

女性活躍
支援

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

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

有限会社るシオールファーム 滋賀県甲賀市 

代表者名 今井　敏 資本金 9 百万円
設立年 1995 年 3 月 5 日 売上高 100 百万円（2015 年 4 月期）

事業内容
生産（稲作、野菜等）、
消費者直売、加工・
製造、作業受託

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

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

女性活躍
支援

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

こと京都株式会社 京都府京都市

代表者名 山田　敏之 資本金 21 百万円
設立年 2002 年 5 月 1 日 売上高 793百万円（2014年12月期）

事業内容
生産（青ネギ）、加工・製
造、消費者直売、青果流通

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

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

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］休暇（育児・介護）、短時
間勤務制度

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

有限会社旭養鶏舎 島根県大田市

代表者名 竹下　正幸 資本金 90 百万円

設立年 1961 年 12 月 7 日 売上高
1,383 百万円

（2015 年 6 月期）

事業内容
生産（採卵鶏）、加工・
製造、消費者直売

経営規模
施 設 100 ㎡、 加 工 場 600 ㎡、
直売所 30㎡、畜舎 12,000㎡、
採卵鶏 350 千羽

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

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んでいる制度］休暇（育児）
［女性に配慮して取組んだ環境整備］施設設備関係（休憩室・屋内・
野外トイレの設置）、重労働等の業務改善、技術・知識の習得支援
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有限会社広野牧場 香川県木田郡三木町

代表者名 広野　正則 資本金 61 百万円
設立年 2001 年 7 月 6 日 売上高 387 百万円（2014 年 12 月期）

事業内容
生産（酪農）、加工・
製造（ジェラート）、
観光・交流、飲食

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

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

女性活躍
支援

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

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

ベルグアース株式会社 愛媛県宇和島市

代表者名 山口　一彦 資本金 331 百万円

設立年 2001 年 1 月 8 日 売上高
4,028 百万円

（2014 年 10 月期）
事業内容 生産（野菜苗） 経営規模 施設 99,000㎡

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

女性活躍
支援

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

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

有限会社島原自然塾 長崎県島原市

代表者名 酒井　澄晴 資本金 3 百万円

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

事業内容
生産（ニンジン等）、消費者直
売、加工・製造、観光・交流

経営規模
田 14ha、畑 7.5ha、
施設 1,018㎡

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

女性活躍
支援

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

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

セブンフーズ株式会社 熊本県菊池市

代表者名 前田　佳良子 資本金 22 百万円
設立年 1992 年 10 月 1 日 売上高 2,078 百万円（2015 年 5 月期）

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

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

女性活躍
支援

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

［女性に配慮して取組んだ環境整備］施設設備関係（休憩室・屋
内・野外トイレ・シャワーの設置）、技術・知識の習得支援
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有限会社宮川洋蘭 熊本県宇城市三角町

代表者名 宮川　政友 資本金 28 百万円

設立年 1994 年 7 月 1 日 売上高
267 百万円

（2014 年 6 月期）

事業内容
生産（花き）、加工・
製造

経営規模 施設 11,000㎡

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

女性活躍
支援

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

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

有限会社サザンガーデン 大分県玖珠郡玖珠町

代表者名 穴井　亮輔 資本金 3 百万円
設立年 2002 年 8 月 2 日 売上高 66 百万円（2014 年 6 月期）
事業内容 生産（花き） 経営規模 施設 9,240㎡

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

女性活躍
支援

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

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

和泉農園 大分県豊後高田市

代表者名 和泉　陣 資本金 ―
創業年 明治初期頃 売上高 36 百万円（2014 年 12 月期）

事業内容
生産

（ブドウ、白ネギ）
経営規模 畑 3ha、樹園地 1.8ha

従事者数
5 人

（うち女性 2 人。女性内訳：役員 1 人、一般職 1 人）

女性活躍
支援

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

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室の設置）

株式会社日野洋蘭園 鹿児島県薩摩郡さつま町

代表者名 柴崎　喜好 資本金 5 百万円

設立年 1983 年 12 月 7 日 売上高
531 百万円

（2014 年 8 月期）
事業内容 生産（花き） 経営規模 田 5.1ha、施設 27,710㎡

従事者数
84 人

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

女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室・屋内トイレの設置）、重労働等の業務改
善、技術・知識の習得支援
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有限会社十勝しんむら牧場 北海道上士幌町

代表者名 新村　浩隆 資本金 9 百万円
設立年 2000 年 6 月 1 日 売上高 230 百万円（2016 年 6 月期）

事業内容
生産（生乳）、消費
者直売、加工・製造

経営規模
採草放牧地 70ha、加工施設 230㎡、直売
所 99㎡、経産牛 95 頭、その他（育成牛
55 頭）

従事者数 20 人（うち女性 17 人。女性内訳：役員 2 人、一般職 6 人、常勤パート 9 人）
女性活躍
支援

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

有限会社大塚ファーム 北海道石狩郡新篠津村

代表者名 大塚　裕樹 資本金 6 百万円
設立年 1973 年 2 月 26 日 売上高 116 百万円（2015 年 2 月期）

事業内容

生産（ミニトマト、ダ
イコン、葉物野菜）、
消費者直売、加工・
製造、観光・交流

経営規模
田 17.04ha、畑 0.96ha、生産
施設 13,200㎡、加工施設 80㎡

従事者数
16 人（うち女性 9 人。女性内訳：役員 1 人、一般職 5 人、常勤 
パート 3 人）

女性活躍
支援

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

株式会社ふるさとファーム 北海道札幌市

代表者名 東海林　幸恵 資本金 6 百万円
設立年 2011 年 4 月 19 日 売上高 12 百万円（2015 年 12 月期）

事業内容
生産（ミニトマト、
ホウレンソウ、長ネ
ギ）、観光・交流

経営規模
田 0.1ha、畑 2.5ha、生産施設
2,640㎡

従事者数 7人（うち女性5人。女性内訳：役員1人、常勤パート2人、夏季パート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］子連れでの就
業を許可、高齢者の就労受け入れ

［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
外トイレの設置）、重労働等の業務改善

有限会社ANEKKO 青森県弘前市

代表者名 村上　美栄子 資本金 5 百万円
設立年 2005 年 11 月 4 日 売上高 234 百万円（2016 年 3 月期）

事業内容

生産（りんご、嶽きみ
（スイートコーン）、枝
豆）、消費者直売、加工・
製造、観光・交流

経営規模
畑 0.75ha、 樹 園 地 1.8ha、
直売所 2,834㎡（販売アイテ
ム数：約 1,000 種類）

従事者数 18 人（うち女性 13 人。女性内訳：役員 1 人、一般職 5 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］時間外労働及
び深夜業の制限、家族看護等の休暇配慮

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

2016年度認定経営体の詳細
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WAP100　認定経営体の詳細

※経営体の情報はWAP100認定時点のものです。

株式会社はなやか 宮城県遠田郡美里町

代表者名 伊藤　惠子 資本金 5 百万円
設立年 2010 年 3 月 2 日 売上高 115 百万円（2015 年 12 月期）

事業内容

生産（米、ダイズ、
ムギ）、消費者直売、
加工・製造、観光・
交流

経営規模

田 26ha、畑 0.2ha、作 業 受 託
（稲）、生産施設 429㎡、加工施
設 165㎡、その他（農家レスト
ラン「農の風」330㎡）

従事者数
13 人

（うち女性 12 人。女性内訳：役員 4 人、常勤パート 8 人）
女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室・屋内トイレ・シャワーの設置）

株式会社やまがたさくらんぼファーム 山形県天童市

代表者名 矢萩　美智 資本金 3 百万円

設立年 1986 年 4 月 14 日 売上高
214 百万円

（2016 年 3 月 31 日期）

事業内容
生産（サクランボ、西洋ナ
シ、リンゴ）、消費者直売、
加工・製造、観光・交流

経営規模
樹園地 6ha、加工施設 10㎡（ソフトクリー
ム製造）、直売所 100㎡（販売アイテム数：
約 50 種類）

従事者数
14 人

（うち女性 4 人。女性内訳：管理職 1 人、一般職 2 人、常勤パート 1 人）
女性活躍
支援

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

株式会社ドロップ 茨城県水戸市

代表者名 三浦　綾佳 資本金 3 百万円
設立年 2013 年 11 月 27 日 売上高 8 百万円（2015 年 9 月期）

事業内容
生産（トマト）、消
費者直売

経営規模
畑 0.5ha、生産施設 2,300㎡、直売
所 165㎡（販売アイテム数：2 種類）

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

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、実績のある制度・支援］育児休業後の
継続就業支援

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

有限会社横田農場 茨城県龍ケ崎市塗戸町

代表者名 横田　修一 資本金 3 百万円
設立年 1996 年 1 月 4 日 売上高 127 百万円（2015 年 12 月期）

事業内容
生産（米）、消費者
直売、加工・製造、
観光・交流

経営規模
田 132ha、生産施設 1,000㎡、
加工施設 25㎡（米粉洋菓子）

従事者数
17 人（うち女性 10 人。女性内訳：管理職 2 人、一般職 2 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
［女性に配慮して取組んだ環境整備］施設設備関係（休憩室・屋
内・野外トイレ・シャワーの設置）
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株式会社ゲブラナガトヨ 茨城県稲敷郡河内町

代表者名 荒井　芳夫 資本金 5 百万円
設立年 2000 年 4 月 7 日 売上高 194 百万円（2015 年 9 月期）

事業内容 生産（花苗、野菜苗） 経営規模
田 2.2ha、畑 1.5ha、生産施設
7,920㎡、直売所 100㎡

従事者数 47人（うち女性30人。女性内訳：役員2人、一般職1人、常勤パート27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、介護休暇育児休業代替要員を確保、就業時間の短縮、
育児休業後の継続就業支援

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

有限会社農園星ノ環 群馬県利根郡昭和村

代表者名 星野　高章 資本金 20 百万円

設立年 2005 年 5 月 2 日 売上高
72 百万円

（2015 年 11 月期）

事業内容
生産（レタス、コマツ
ナ、ホウレンソウ）、消
費者直売、観光・交流

経営規模 畑 10ha

従事者数
14 人

（うち女性 6 人。女性内訳：一般職 2 人、常勤パート 4 人）
女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（野外トイレの設置）

有限会社三共農園 石川県加賀市豊町

代表者名 岸　省三 資本金 20 百万円
設立年 1984 年 8 月 10 日 売上高 223百万円（2015年12月期）

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

経営規模
田 5.6ha、 樹 園 地 4.6ha、
直売所 600㎡

従事者数
33 人（うち女性 16 人。女性内訳：役員 2 人、一般職 6 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、
育児休業後の継続就業支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］施設設備関係（屋内・野外
トイレの設置）

農事組合法人安曇野北穂高農業生産組合 長野県安曇野市

代表者名 丸山　秀子 資本金 2.7 百万円

設立年 1968 年 8 月 3 日 売上高
157 百万円
（2015 年 12 月期）

事業内容
生産（米、大麦、小
麦、 大 豆、 ソ バ ）、
消費者直売

経営規模
田 145.7ha、作業受託（水稲
作業）

従事者数
18 人

（うち女性 3 人。女性内訳：役員 1 人、一般職 2 人）
女性活躍
支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］
重労働等の業務改善
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WAP100　認定経営体の詳細

※経営体の情報はWAP100認定時点のものです。

有限会社石川養豚場 愛知県半田市

代表者名 石川　安俊 資本金 10 百万円
設立年 1982 年 7 月 1 日 売上高 1,218 百万円（2016 年 2 月期）

事業内容
生産（豚）、消費者
直売、加工・製造

経営規模

生産施設 25,100㎡、加工施設
750㎡（精肉加工）、直売所 500
㎡（販売アイテム数：180 種類）、
畜舎 12,190㎡、母豚 700 頭

従事者数 57人（うち女性35人。女性内訳：役員2人、一般職14人、常勤パート19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・シャワーの設置）、重労働等の業務改善

有限会社小林ファーム 三重県亀山市

代表者名 小林　勝彦 資本金 3 百万円
設立年 1998 年 5 月 1 日 売上高 352 百万円（2016 年 4 月期）

事業内容
生産（肉豚、精肉）、
消費者直売、加工・
製造、交流

経営規模

加工施設 300㎡（精肉加工）、
直売所 50㎡（販売アイテム数：
4 種類）、畜舎 6,700㎡、母豚
260 頭

従事者数
15人（うち女性8人。女性内訳：役員1人、管理職1人、一般職1 人、
常勤パート 5 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・シャワーの設置）、重労働等の業務改善

有限会社田園 三重県松阪市

代表者名 古御門　侑 資本金 3 百万円
設立年 2004 年 2 月 9 日 売上高 179 百万円（2015 年 8 月期）

事業内容
生産（米、野菜）、消
費者直売、加工・製造

経営規模
田 30ha、畑 8ha、作業受託（水稲苗）
→生産施設 7,000㎡、加工施設 200㎡

従事者数
19 人（うち女性 16 人。女性内訳：役員 1 人、管理職 1 人、一般職
1 人、常勤パート 13 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・介護休業中の能力向上、育児休業代替要員を確保、育児
休業後の継続就業支援

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

特定非営利活動法人あぐりの杜 三重県名張市

代表者名 河野　又雄 資本金 ―
設立年 2013 年 10 月 24 日 売上高 36百万円（2015年9月1日期）

事業内容
生産請負（小松菜、
水 菜、リーフレタ
ス）、消費者直売

経営規模
畑0.35ha、作業受託（葉物野菜）
→一貫受託 0.18ha

従事者数
23 人（うち女性 13 人。女性内訳：役員 1 人、管理職 2 人、一般職 4 人、
常勤パート 6 人）

女性活躍
支援

［女性に配慮した取組み、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、母性健康管理のための措置、育児休業代替要員を確保、
育児休業後の継続就業支援［女性に配慮して取組んだ環境整備］
施設設備関係（休憩室・野外トイレの設置）、重労働等の業務改善
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株式会社横江ファーム 滋賀県草津市

代表者名 横江　傳造 資本金 2 百万円
設立年 2011 年 8 月 8 日 売上高 174 百万円（2016 年 8 月期）

事業内容
生産（小松菜、水菜、
山東白菜）

経営規模
畑 6ha、生産施設 30,000㎡、
加工施設 400㎡

従事者数
49 人

（うち女性 36 人。女性内訳：役員 2 人、管理職 1 人、一般職 1 人、
常勤パート 32 人）

女性活躍
支援

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

株式会社博農 兵庫県たつの市

代表者名 八木　隆博 資本金 1 百万円
設立年 2012 年 9 月 3 日 売上高 非公開

事業内容

生産（ニンジン、キャベ
ツ、ダイコン）、消費者
直売、加工・製造、観光・
交流

経営規模 田 1.7ha、畑 2.1ha

従事者数
13 人（うち女性 9 人。女性内訳：管理職 1 人、一般職 2 人、
常勤パート 6 人）

女性活躍
支援

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

株式会社農業公園信貴山のどか村 奈良県生駒郡美郷町

代表者名 奥田　哲生 資本金 76 百万円
設立年 1987 年 5 月 8 日 売上高 282 百万円（2016 年 3 月期）

事業内容

生産（イチゴ、サツ
マイモ）、消費者直
売、加工・製造、観光・
交流

経営規模

畑 12ha、樹園地 2.5ha、生産施設 7000
㎡、加工施設 50㎡（プリン等）、直売所
105㎡（販売アイテム数：200）採卵鶏 0.6
千羽、その他（農業公園全体で 40ha）

従事者数 71人（うち女性 28人。女性内訳：役員1人、管理職 2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、
介護休暇、育児休業代替要員を確保、育児休業後の継続就業支援

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

株式会社松永牧場 島根県益田市

代表者名 松永　和平 資本金 12 百万円
設立年 1973 年 8 月 29 日 売上高 3,063百万円（2015年12月期）

事業内容 生産（肉用牛） 経営規模
畑 8.2ha、 肥 育 牛 6,396 頭、
経産牛 830 頭

従事者数
31 人（うち女性 8 人。女性内訳：役員 2 人、一般職 5 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］産前産後休業、
育児休業代替要員を確保、育児休業後の継続就業支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］施設設備関係（休憩室・屋
内・野外トイレ・シャワーの設置）
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WAP100　認定経営体の詳細

※経営体の情報はWAP100認定時点のものです。

株式会社Sun so 香川県観音寺市

代表者名 尾池　章良 資本金 2 百万円

設立年 2012 年 5 月 1 日 売上高
41 百万円

（2015 年 12 月 1 日期）
事業内容 生産（青ネギ、米） 経営規模 田 6ha

従事者数
14 人

（うち女性 12 人。女性内訳：役員 1 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］育児休業後の
継続就業支援

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

有限会社久保田農園 福岡県糸島市

代表者名 久保田　真透 資本金 3 百万円
設立年 1999 年 11 月 29 日 売上高 442 百万円（2015 年 11 月期）
事業内容 生産（ハーブ） 経営規模 田 6ha、生産施設 24,000㎡

従事者数
92 人（うち女性 69 人。女性内訳：役員 2 人、一般職 3 人、常勤 
パート 64 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、育児休業代替要員を確保、
育児休業後の継続就業支援

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

農事組合法人モア・ハウス 福岡県三潴郡大木町

代表者名 大藪　佐恵子 資本金 11 百万円
設立年 1997 年 7 月 30 日 売上高 171 百万円（2016 年 3 月期）

事業内容
生産（しめじ、アス
パラガス）、消費者
直売、加工・製造

経営規模 田1.5ha、生産施設10,822㎡

従事者数
23 人（うち女性 19 人。女性内訳：役員 4 人、一般職 5 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］短時間勤務制度等
の措置、時間外労働及び深夜業の制限、育児休業後の継続就業支援

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

有限会社小林きのこ産業 福岡県三潴郡大木町

代表者名 小林　良充 資本金 3 百万円
設立年 1998 年 4 月 1 日 売上高 125 百万円（2015 年 3 月期）

事業内容
生産（エノキ）、消費
者直売、加工・製造

経営規模
田 5ha、生産施設 1700㎡、加
工施設 23.1㎡（菓子・惣菜製造）

従事者数
24人（うち女性16人。女性内訳：役員1人、管理職1人、一般職9 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］産前産後休業、
育児休業、育児休業代替要員を確保、育児休業後の継続就業支援

［女性に配慮して取組んだ環境整備］施設設備関係（休憩室・屋
内トイレの設置）、重労働等の業務改善
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農事組合法人中山牧場 佐賀県東松浦郡玄海町

代表者名 中山　裕 資本金 1 百万円
設立年 1993 年 8 月 13 日 売上高 1,210 百万円（2015 年12 月期）

事業内容
生産（肉用牛）、食
肉販売、加工・製造

経営規模
畑 0.8ha、加工施設 200㎡（食肉加工）、直
売所 20㎡（販売アイテム数：約 50 種類）、
肥育牛 1,860 頭、その他（繁殖牛 140 頭）

従事者数
27 人（うち女性 14 人。※グループ会社合計　女性内訳：役員 3 人、
一般職 6 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］産前産後休業、
育児休業、時間外労働及び深夜業の制限、育児休業後の継続就業支援

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

株式会社百姓屋 佐賀県伊万里市

代表者名 市丸　道雄 資本金 5 百万円
設立年 2012 年 12 月 11 日 売上高 167 百万円（2015 年 11 月期）

事業内容
生産（ブロイラー、花
苗）、消費者直売、加
工・製造、観光・交流

経営規模
田 0.15ha、直売所 62.8㎡（4
種類）、畜舎 8,987㎡、ブロイ
ラー 520 千羽

従事者数 8 人（うち女性 5 人。女性内訳：役員 1 人、一般職 3 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］産前産後休業、
育児休業、母性健康管理のための措置、育児休業代替要員を確保、
育児休業後の継続就業支援

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

株式会社赤野農園 大分県豊後高田市

代表者名 赤野　誠一郎 資本金 1 百万円
設立年 2013 年 12 月 16 日 売上高 41 百万円（2015 年 7 月期）

事業内容 生産（イチゴ、苦瓜） 経営規模
田 2.4ha、作業受託 86ha（そ
ば等）、生産施設 13,000㎡

従事者数 18人（うち女性13人。女性内訳：役員1人、一般職1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、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、学童
保育の助成、病後児保育の助成等、育児休業後の継続就業支援

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

鷲頭牧場 大分県玖珠郡九重町

代表者名 鷲頭　栄治 資本金 12 百万円
創業年 不明 売上高 121 百万円（2015 年 12 月期）

事業内容

生産（和牛、
米）、消費者
直売、加工・
製造、観光・
交流

経営規模

田 10ha、畑 0.3ha、樹園地 0.3ha、採草放牧地
25ha、作業受託（水稲）→一貫受託 2.4ha、生
産施設 2,640㎡、加工施設 50㎡、直売所 310㎡
（販売アイテム数：4 種類）、畜舎 3,000㎡、肥
育牛 15 頭、経産牛 145 頭、採卵鶏 0.09 千羽

従事者数 11 人（うち女性 7 人。女性内訳：役員 3 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］育児休業、育
児休業後の継続就業支援、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
内トイレの設置）、重労働等の業務改善
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2017年度認定経営体の詳細

※経営体の情報はWAP100認定時点のものです。

有限会社かさい農産 岩手県一関市

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

Ambitious Farm株式会社 北海道江別市

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

有限会社ドリームズファーム 山形県鶴岡市

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
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有限会社アクト農場 茨城県東茨城郡茨城町

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

グリンリーフ株式会社 群馬県利根郡昭和村

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

有限会社さかもと園芸 群馬県桐生市黒保根町

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

株式会社関東地区昔がえりの会 埼玉県児玉郡上里町

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
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WAP100　認定経営体の詳細

株式会社アグリスリー 千葉県山武郡横芝光町

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

※経営体の情報はWAP100認定時点のものです。

株式会社しゅん・あぐり 埼玉県八潮市

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）

株式会社高梨農園 神奈川県三浦市

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
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株式会社花の米 新潟県上越市

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

株式会社Staygoldてらだファーム 富山県下新川郡入善町

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

企業組合うめっぽ 福井県大飯郡おおい町

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

しろうま農場 有限会社ティーエム 長野県北安曇郡白馬村

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



45

WAP100　認定経営体の詳細

※経営体の情報はWAP100認定時点のものです。

株式会社あずみ野エコファーム 長野県大町市

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 1,5000㎡、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）

麓farm 長野県諏訪郡原村

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

株式会社DOI FARM 静岡県富士宮市

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

有限会社三和畜産 静岡県浜松市

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）
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農事組合法人鵜の味 愛知県知多郡美浜町

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

株式会社寺田農園 岐阜県高山市

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

わさび屋株式会社 岐阜県郡上市

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）



47

WAP100　認定経営体の詳細

※経営体の情報はWAP100認定時点のものです。

株式会社大雅 岐阜県山県市

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

生駒牧場 岐阜県加茂郡富加町

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

株式会社上田商店 三重県志摩市

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

株式会社農夢 京都府綾部市

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
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株式会社早和果樹園 和歌山県有田市

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

有限会社安富牧場 岡山県岡山市

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

有限会社平田観光農園 広島県三次市

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）

農事組合法人ファーム・おだ 広島県東広島市

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
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WAP100　認定経営体の詳細

※経営体の情報はWAP100認定時点のものです。

有限会社梶岡牧場 山口県美祢市

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

有限会社グリーンハウス 山口県山陽小野田市

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

株式会社カネイファーム 徳島県板野郡藍住町

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
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株式会社カラーリングファーム 福岡県久留米市

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

有限会社伊万里グリーンファーム 佐賀県伊万里市

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

熊本県上益城郡益城町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

株式会社サン・ファーム 熊本県熊本市

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
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WAP100　認定経営体の詳細

※経営体の情報はWAP100認定時点のものです。

ウーマンメイク株式会社 大分県国東市

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

有限会社本川牧場 大分県日田市

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

アミューズ株式会社 宮崎県日向市

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
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株式会社アセローラフレッシュ 沖縄県国頭郡本部町

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

有限会社伊盛牧場 沖縄県石垣市

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

村商株式会社 鹿児島県肝属郡肝付町

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1,819.2㎡、
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）



WAP100認定経営体の特長
国立研究開発法人　農業・食品産業技術総合研究機構

中央農業研究センター　農業経営研究領域
組織管理グループ長　澤田　守

1．はじめに

WAP100の認定経営体はどのような特長、傾向があるのか、認定された102の経営体の特長をみ

ていくことで、女性活躍が経営に及ぼす影響について把握する。ここでは認定経営体について4類型

（スタートアップ型、家族経営型、次世代育成型、大規模経営型）に分けて考察することで、女性の

活躍状況などについて、類型別の特長と課題を整理する。なお、参考データとして、2014年に日本

農業法人協会が実施した農業法人アンケート結果、及び厚生労働省の統計（「平成27年度雇用均等基

本調査」）を使用している。

2．役員、正職員における女性割合

WAP100認定経営体について、役員数、正職員数をみたものが表1である。役員数をみると、平均

3.7人、うち女性は1.4人で、女性の占める割合は39％となっている。他産業の中小企業（企業規模

10〜29人）においては、役員数に占める女性割合は29％であり、WAP100認定経営体における女性

の割合の高さが際立つ。スタートアップ型、家族経営型、次世代育成型、大規模経営型の類型ごとにみ

ると、スタートアップ型では女性割合が高く、一方、大規模経営型では30％とやや低い傾向がみられ

る。これは大規模経営型の場合、役員数が5.1人と多いことが関係していると考えられる。

また、正社員の管理職、一般職についてみると、認定経営体においては管理職で女性割合が36

％、一般職については46％を占めており、管理職については、他産業の中小企業（23％）と比べて

高い女性割合となっている。類型別にみると、管理職における女性割合は、特にスタートアップ型に

おいて69％と約7割を占める状況にある。また、大規模経営型では管理職の女性割合が27％と低い

ものの、一般職では女性割合が48％と類型の中で最も高くなっており、一般職に多くの女性を有す

る特徴が見られる。 

表1　WAP100認定経営体における役員、正職員数及び女性割合

役員数（人） 正職員
うち女性
（人）

割合
（%）

管理職
（人）

うち女性
（人）

割合
（%）

一般職
（人）

うち女性
（人）

割合
（%）

WAP100 認定経営体全体 3.7 1.4 39 2.4 0.8 36 11.7 5.4 46
スタートアップ型 3.0 1.4 47 0.9 0.6 69 4.2 1.9 44
家族経営型 2.5 1.1 44 0.6 0.3 43 1.5 0.6 44
次世代育成型 3.5 1.5 42 1.6 0.7 44 7.0 3.0 43
大規模経営型 5.1 1.5 30 5.8 1.6 27 31.5 15.2 48
参考：他産業（企業規模 10～ 29人） 29 23

注 :他産業に関しては厚生労働省「平成27年度雇用均等基本調査」の数字。管理職は係長相当職以上に占める女性の割合の数字である。
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3．WAP100認定経営体における女性活躍の状況

WAP100認定経営体の特長が、女性が活躍している割合の高さである。経営の運営における女性

活躍の状況をみると、認定経営体の場合、多くの項目で女性が活躍している割合が60％を上回る

（図1）。より詳細にみると「事業計画の作成」に関しては女性が8割前後で活躍しており、「経営管

理・計画」では女性活躍の割合が9割を超える状況にある。また、「経営判断」に関しては、特に家族

経営型において女性の活躍している割合が91％に達し、経営判断などの重要な意思決定に対して女

性が関わっていることが示唆される。「労務管理」に関しても、スタートアップ型を除き、各類型で

女性活躍の割合が90％以上に達しており、従業員の日常的な管理、相談などの面で女性が果たす役

割が大きいことがわかる。

また、経営面だけではなく、販路開拓、商品開発においても女性が活躍している割合が高い。特

に、販路開拓、営業に関しては、類型の中で、スタートアップ型、家族経営型において女性が活躍し

ている割合が高く、直接販売などを進める上で、女性が重要な役割を担っていることがわかる。一

方、店舗運営、商品・パッケージ開発に関しては、全類型において活躍している割合が高い。生産か

ら加工、販売までの垂直的な多角化を図っていくなかで、認定経営体の場合、女性が重要な役割を果

たしているということができる。

4．WAP100認定経営体における労働環境の整備

WAP100認定経営体のもう一つの特長が、女性が働く際の労働環境が整備されている点である。

認定経営体の中でも、特に大規模経営型においては育児休業が54％、産前産後休業が58％の割合で

利用実績があり、女性の出産・育児に対応した休暇制度が整備され、実際に活用されている（図2）。

ただし、育児休業、産前産後休業の利用実績割合については、スタートアップ型では21％に留まる

など、類型によって差がみられる。この割合は実際の利用実績であるため、役員、従業員の中に該当

者がいない場合が多いことも影響していると考えられる。また、生理休暇、介護休暇に関しては、認

定経営体の利用実績割合は20％程度にとどまるものの、認定経営体においては役員・従業員が多く

の休暇制度を活用している状況にある。
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図１　女性が活躍している割合（類型別）
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5．WAP100認定経営体における売上高、経常利益への影響

1）売上高、経常利益の比較分析

次に、WAP100認定経営体において、女性活躍が経営に与えた効果を把握するために、認定経営

体の経営状況の変化について考察する。2014年に日本農業法人協会が実施したアンケート調査の対

象となっていた、44のWAP認定経営体について、2004年から認定されるまでの売上高の変化をみ

たものが図3である。2004年時点では農業法人全体の平均売上高は2.3億円、認定経営体では2.6億

円とほぼ同じであった。それが認定経営体の場合、2009年になると3.5億円、2014年には5.2億円

と、農業法人の平均を上回って売上高を拡大している。認定経営体は、認定前期ではさらに売上高を

5.9億円に伸ばしており、農業法人の中でも急速に売上高を拡大させた経営体であることがわかる。

また、経常利益の推移をみると、売上高と同様に認定経営体では経常利益を拡大している（図4）。

2004年以降から認定までの期間の変化をみると、2004年時点では、農業法人の平均が888万円に対

して、認定経営体では418万円と農業法人平均を下回っていた。それが2009年になると、認定経営

体では875万円と農業法人平均を上回り、その後も2014年には2,264万円、認定前期には4,052万

円と急速に経常利益を拡大させている。これらの結果からは、認定経営体が農業法人の平均を上回っ

て経営発展していることが示唆される。

2）売上高と経常利益に関する類型間の比較

次にWAP100認定経営体について、類型別に過去2年間の売上高、及び経常利益の変化について

みたものが図5、図6である。売上高について認定経営体の平均をみると3.5億円から3.8億円に増

各種手当て、退職金制度など、従業員が長期的に働くことができる環境も認定経営体では整備され

ている。退職金制度に関しては大規模経営型での整備割合が71％に達しており、通勤手当、役職手

当といった各種手当に関しても、大規模経営型を中心に実施割合が高い。このように認定経営体にお

いては、女性の働く環境だけではなく、男性従業員を含めて働きやすい環境が整備されている傾向に

ある。
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図2　各種手当、休暇制度に関する利用実績割合（類型別）
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加している。類型別にみると、大規模経営型では8.6億円から9.3億円に、家族経営型では1.3億円

から1.5億円に、スタートアップ型においては6千万円から9千万円に増加しており、類型別にみて

も順調に売上高を伸ばしている。ただ、2年間の増加率でみると、スタートアップ型が最も高く、次

に家族経営型、大規模経営型と続いており、次世代育成型がやや低い状況にある。

また、経常利益についてみると、認定経営体においては、過去2年間に平均で1.9千万円から2.7

千万円に増加し、経常利益を拡大している。類型ごとにみると、家族経営型では経常利益がやや減少

しているものの、他の類型では拡大しており、大規模経営型では6.4千万円に達している。また次世

代育成型、スタートアップ型においては、経常利益は1.9千万円、700万円にとどまるものの、前々

期に比べて経常利益を50％以上拡大させており、成長が著しい傾向が確認できる。

図5　WAP100認定経営体の類型別の
売上高の推移
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図6　WAP100認定経営体の類型別の
経常利益の推移
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注：WAP100認定経営体は 2014年農業法人アンケートに
回答し、売上高を記入している44法人を対象としている。

図3　WAP100認定経営体における
売上高の推移
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図4　WAP100認定経営体における
経常利益の推移

注：WAP100認定経営体は 2014年農業法人アンケートに
回答し、経常利益を記入している19法人を対象としている。
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6．WAP100認定経営体の類型別の特長

以上の結果から、WAP100認定経営体の女性活躍の推進が経営体の成長につながっていることが

示唆される。その上でWAP100認定経営体の類型間の特長について次のようにまとめることができ

る。

スタートアップ型に関しては、女性役員の比率の高さが特長であり、経営に主体的に女性が関わっ

ている。経営を開始して短期間で急速に規模拡大をしており、今後は労働条件の整備が課題になると

考えられる。家族経営型では、経営判断面での女性の活躍割合の高さなど、女性が経営内で主体的な

役割を担っている。そのため、家族経営型の場合は、労働条件の整備をより充実させ、後継者が入り

やすい環境を整備していくことが重要になる。また、次世代育成型は、女性の比率も高く、労働条件

の整備が進んでいるが、売上高の伸びがやや鈍い。今後は規模拡大と労働環境の整備をどのようにバ

ランスを取りながら進めていくかが課題であり、生産・加工・観光といった多角化段階に沿った経営

戦略が求められる。大規模経営型は、労働環境が整備されており、一般職を中心に女性比率が高い。

そのため、管理職への女性の登用など、女性活躍に向けた仕組みをさらに高めることが求められる。
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社会保険制度の整備と活用について

付録

WAP100審査委員
社会保険労務士法人リライアンス

代表社員　鈴木泰子

除外項目 他産業における法定 農業

労働時間 1日6時間、1週40時間を超えて労働させてはならない 
（休憩時間を除く）

法定による労働時間の 
限度なし

休憩 労働時間から6時間を超えた時は45分以上、8時間を 
超えた時は1時間以上の休憩を与えなくてはならない

休憩についての定めなし

休日 1週間に少なくとも1日、または4週間で4日以上の休日
を与えなくてはならない

休日についての定めなし

割増賃金 1日8時間、1週40時間を超える労働、法定休日の労
働、深夜労働（22時〜5時）については、割増率を乗
じた賃金を支払わなければならない

深夜労働にかかる割増率
以外の割増率は不要

年少者の特例 満18歳に満たない少年の者を深夜労働に就かせてはな
らない

年少者へ時間外、休日労
働及び深夜労働させるこ
とができる

妊産婦の特例 妊産婦が請求した場合には、変形労働時間制、非定型的
変形労働時間制を採用している場合であっても、1日ま
たは1週間の法定労働時間を超えて労働させてはならな
い。時間外労働、休日労働をさせてはならない

時間外、休日労働をさせ
ることができる

（ただし深夜業はさせて
はならない）

農業での適用除外6項目

1　農業経営における労働基準法と
社会保険制度

人を雇用すると、労働法規による規制が適用さ

れる。中でも最も重要な法律は労働基準法であ

る。また、労働保険（労災保険・雇用保険）社会

保険（健康保険・厚生年金）も従業員が安心して

働くために必要な社会保障である。しかしなが

ら、農業には適用除外規定がある。

①労働基準法

法定労働時間（1日8時間、1週40時間）、休憩

（労働時間が6時間を超えたら45分以上、8時間を

超えたら1時間以上）、休日（1週間に1日もしく

は4週間に4日）、割増賃金（農業も深夜労働22：

00〜5：00は必要）、年少者の特例（満18歳未満

の深夜労働禁止）、妊産婦の特例（妊産婦の請求

により時間外労働、休日労働の禁止）が適用除外

項目である。

②労働保険・社会保険

法人経営は労働保険・社会保険ともに強制適

用。個人経営の場合、労働保険は従業員5人以上

が強制適用、5人未満は任意適用、社会保険に至

っては何人従業員がいても任意適用である。

労働基準法では、農業は天候や季節的条件の影

響を受けやすく、家族労働が主体という観点か

ら、労働条件設定の重要要素が除外されている。
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しかし、この適用除外を踏まえたうえで、自社が

どのように適正な労働条件設定を行うかが課題で

ある。また、労働保険・社会保険に加入している

と従業員やその家族に安心感を与え、優秀な人材

を確保できる。法人でありながら、健康保険・厚

生年金に未加入である場合、法令違反であり早急

に加入する必要がある。個人経営でも従業員の同

意を得て、厚生労働大臣の認可を受ければ適用事

業所になることができる。任意加入することが望

ましい。

2　産前産後休業・育児介護休業

女性が仕事を続ける上で、出産、育児に対する

配慮は欠かせない。労働基準法第65条で、出産日

（出産日が予定日後の場合出産予定日）以前42日

（多胎妊娠98日）、出産日後56日を産前産後休業

と定めている。出産日後57日目からは育児休業を

取得することができる。以下、育児・介護休業法

の概要を記載する。

育児・介護休業制度とは、

①�子が１歳（保育所等に入所できないなど、一定

の場合は、１歳半さらには2歳）に達するまで

（父母ともに育児休業を取得する場合は、子が１

歳２カ月に達するまでの間の１年間〈パパ・マ

マ育休プラス〉）の育児休業の権利を保障

②�父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した

場合、再度、育児休業の取得が可能

③�配偶者が専業主婦（夫）であっても育児休業の

取得は可能

④�対象家族１人につき、通算93日まで、3回を上

限として、介護休業を分割して取得可能

短時間勤務等の措置、時間外労働・深夜業の制

限、所定外労働の免除、子の看護休暇制度や介護

休暇制度の導入は会社の義務である。育児休業等

を取得したことなどを理由とする解雇その他の不

利益取扱いは禁止され、苦情処理・紛争解決の援

助及び調停の仕組みが創設されている。

3　女性が安心して働きやすい環境づくりと
公的給付の活用　キャリア形成に向けて

産前産後休業中労務に服さず賃金を受けない場

合、健康保険から出産手当金が受けられる。金額

は1日につき標準報酬日額の3分の2。育児休業・

介護休業期間中は雇用保険から育児休業給付金・

介護休業給付金が受けられる。金額は育児休業開

始後6カ月間は賃金日額の67％、その後50％、介

護休業給付金は67％。産前産後・育児休業期間は

健康保険・厚生年金保険料が本人、会社負担とも

免除されるため、公的給付を受けた場合、休業開

始前手取り額の約8割が補填される。さらに保険

料の免除を受けた期間は将来の年金給付にも反映

される。出産手当金・育児休業給付金・介護休業

給付金ともに非課税である。

これらの公的給付のメリットは、会社が労働保

険・社会保険に加入していなければ受けることが

できない。育児・介護休業制度の理解や制度導入

は、社会保障と併せて社内制度として確立してほ

しい。そのうえで女性の働き方のニ−ズや要望を

くみ取り、短時間勤務やパ−ト勤務、更にはパー

トからの正社員への転換等、様々なメニュ−を提

示して、ワークライフバランスが実現できるよう

にしてほしい。同時に研修や資格取得を奨励し、

適正な能力評価を行うことでモチベ−ションを向

上させ、長期的にキャリア形成を行うことが肝要

である。

農業は人の命も心も育てる産業。多面的な機能

を持つ農業に女性の視点は欠かせない。活躍でき

る要素が無限にある。労働環境整備の必要性を認

識し、誰もが働きやすい環境を形成し、一人ひと

りの能力を最大限に引き出すことで、益々の経営

発展を期待したい。
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