
平成 26 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 
（ヒアリング調査） 

委託先：公益社団法人 日本農業法人協会、 
ヒアリング調査取りまとめ：一般社団法人 農山漁村女性・生活支援協会 

 
 
１．調査について 
ア 調査先の選定及び実施等 
女性を積極的に活用している農業法人・農業経営体を選定するため、（公社）

日本農業法人協会の会員法人を中心に（一社）農山漁村女性・生活活動支援協

会が事務局を担当している全国女性農業経営者会議の会員法人などから、既存

の資料等を基に、女性役員のいる法人、女性社長のいる法人、女性社員割合の

多い法人を抽出し、かつ、地域の偏りがないように慎重に検討した結果、調査

先を１３経営体とし、調査の実施に当たっては、調査担当として（公社）日本

農業法人協会と（一社）農山漁村女性・生活支援協会が現地において順次、聞

き取り調査を行い、（一社）農山漁村女性・生活支援協会がとりまとめを行いま

した。 
  
イ 調査先のインデックス 
 １３経営体の調査結果について、調査担当の間で検討を踏まえ、７つの特長

を抽出した。また、各調査事例の特長を表すキーワードを３つ選定した。今後

の女性を積極的に活用する法人を増やしていく取り組みを進める上で、この７

つの特長とキーワードは重要なポイントとなる。 
 

特長 意味 

A 女性役員 当該法人に女性社長、取締役など女性役員が１名以上い

ること。 

B 適材適所 
女性はこの分野に配置ということではなく、男女に関わ

らず、本人の適性や能力、意欲等を踏まえ適している分

野で働いていること。 

C ワークライフバランス 
週休２日制、残業なし、気兼ねせずに休みが取れる、出

産・育児休業制度があるなど、農業と生活の両立支援の

取り組み。 

D トイレ・休憩室等の整備 清潔で安らぎ感のある使う側に配慮した施設等の整備が

されていること。 

E 働きやすい施設・機械・

道具 

農作業が効率的になる大型機械、体への負担が極力少な

くなるよう工夫された作業台や運搬車、作業が楽になる

道具などの整備がされていること。 

F 加工・販売部門あり 生産だけでなく、加工、販売部門を有していること。 

Ｇ 社員の考えを取り入れ

る仕組み 
企画会議、朝礼、家族的雰囲気など、女性社員の意見を

会社に取り入れる仕組みがあること。 
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ヒアリング調査先の特長一覧 
 

No 
法人名 
事業内容 

女
性
数
／
従
事
者
数 

特  長 

ヒアリング 

キーワード 

女
性
役
員 

適
材
適
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ワ
―
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス 

ト
イ
レ
・休
憩
室
等
の
整
備 

働
き
や
す
い
施
設
・ 

機
械
・道
具 

加
工
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売
部
門
あ
り 

社
員
の
考
え
を
取
り
入

れ
る
仕
組
み 

1 
(有)和田農園 

露地野菜生産 

8 

/15 
 ○ ○ ○ ○   

通年稼働 
通年雇用 
生活できる給与 

2 
(有)ドリームヒル 

酪農業 

19 

/40 
 ○ ○ ○  ○ ○ 

正社員雇用 
適材適所 
技能発揮 

3 
デリシャスファーム(株) 

施設野菜生産、販売、農産加

工、カフェ 

22 

/26 
○  ○ ○  ○ ○ 

加工・販売 
企画会議 
行政との連携 

4 
(有)リーフファームみのり 
施設野菜・露地野菜生産 

13 

/15 
○ ○  ○ ○  ○ 

有機 JAS認証 
女性が使いやすい道具 
野外トイレの設置 

5 

(農)セントラルローズ 
ナーセリー 

花き生産、販売 

37 

/43 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

MPS認証 
家庭と仕事の両立 
高い定着率 

6 
(有)農園ビギン 

水稲・野菜生産、加工、販売 

5 

/9 
○  ○ ○  ○ ○ 

加工部門 
女性の管理職登用 
学校給食 

7 
(株)なかひら農場 

果樹生産・加工・販売・観光農園 

28 

/51 
○ ○ ○ ○  ○ ○ 

家族的雰囲気 
部門横断 
意欲重視 

8 
(株)アグリたきもと 

水稲・大豆・露地野菜生産 

2 

/5 
○ ○ ○ ○ ○   

機械施設整備 
効率的 
おしゃれ 

9 
(有)旭養鶏舎 

鶏卵（生産・加工・販売） 

30 

/57 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

正社員雇用 
完全週休２日制 
残業なし 

10 
(株)山口園芸 

花・野菜接木苗生産 

37 

/89 
○  ○  ○ ○ ○ 

地元雇用 
安全衛生委員会の設置 
女性の管理職雇用 

11 
(株)ニュウズ 

果樹生産、加工、販売 

17 

/25 
○ ○ ○ ○  ○ ○ 

全部門に女性を配置 
一般企業並みの待遇 
企業視点での農業経営 

12 
(有)七島農産 

水稲・麦・大豆・野菜生産、作業
受託 

3 

/9 
○   ○ ○ ○  

資格取得 
特別栽培米 
販路拡大 

13 
セブンフーズ(株) 
養豚、露地野菜、産業廃棄物処

分業 

11 

/79 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

入社試験 
社員教育 
ワークライフバランス 
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２．ヒアリング調査分野の総括 
 女性を積極的に活用している 13 の経営体については、法人の資本金、役職

員数、売上高に大きな違いがある。以下、従事者の人数により大きく３つに分

類した。 
第一グループは、従事者が 15 人までの法人で、（有）和田農園、（有）リー

フファームみのり、（有）農園ビギン、（株）アグリたきもと、（有）七島農産

の５経営体である。従事者数の小規模の法人は、家族農業経営を有限会社とし

て法人化したケースであり、家族が役員となり、法人化の後、信頼が高まり、

社長や役員としての女性の活躍が対外的に目立ち、経営規模も増加傾向がみら

れる。徐々に社員やパートを増やしつつある。役職員の意思疎通は取りやすく、

女性はこの分野ということではなく、適材適所で活躍している。 
 第二グループは、従事者が 40 人までの法人で、（有）ドリームヒル、デリ

シャスファーム（株）、（株）ニュウズの３経営体である。いずれも加工販売部

門を有し、生産・加工・販売と全部門に女性を配し、正社員雇用、企業並みの

待遇のほか、ワークライフバランスにも力を入れて、粒の揃った社員の定着に

力を入れている。売り上げを一気に拡大するという方向よりは、投資と利益の

ベストマッチングを求める傾向がみられる。 
第三のグループは、従事者が 41 人以上の法人で、最も多いのが（株）山口

園芸の 89 人である。（農）セントラルローズナーセリー、（株）なかひら農場、

（有）旭養鶏舎、（株）山口園芸、セブンフーズ（株）の５経営体である。 
いずれも、園芸作物や畜産という分野で秀でた経営をしている法人であり、

経営類型から見て人手を多く要するタイプである。地元雇用の面から地域への

影響も大きい。いずれも女性社長または役員がいる。特に、（農）セントラル

ローズナーセリー、（有）旭養鶏舎、セブンフーズ（株）は、７つの特長がす

べて揃っており、先進的な他産業の企業と同等の体制をとっている。女性社員

の登用も重視するが、女性を特出した扱いはせず、男女区別なく社員教育を行

い、定着率を高めて従業員を貴重な資産と認識している。一方で、多くの一般

女性従業員を出荷調製部門や加工部門に配置するなどの対応も行っている。 
今回の 13 経営体の中で、他と際立った違いを出し、農業経営上有利にする

手段として、有機 JAS 認証、MPS 認証、農産物検査員資格を取るなどの動き

がみられた。 
また、処遇面では、農業法人の社員の給与は、他産業から見て低い傾向がみ

られるが、今回の 13 経営体は、一般企業並みの待遇、作物によって、気象条

件によって農繁閑期のある農業ではあるものの、一年間を通じての社員として

の処遇、週休２日制の導入、ノー残業デーなどを取り入れており、女性だけで

なく男女を問わず、生活の安定も見通しつつ働き続けやすい就業条件を提示で

きるよう努力をしていることがうかがわれた。 
さらに、女性役員の考えを反映しての経営参画は当然のことであるが、朝礼、

企画会議、話しやすい風通しの良い雰囲気により、一般（女性）社員の考えを

会社の経営方針や作業改善などに取り入れる仕組みは注目すべきものがある。 
以上、短期間ではあったものの、女性を積極的に活用している農業法人の聞

き取り調査で得た事柄を、是非ヒントにしていただき、多くの農業法人や経営

体で取り組んでいだきたいと願う。 
 

３．経営事例（１３経営体の概要） 
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和田社長 

北国の露地野菜経営で通年雇用を可能に 
（平成 27 年２月現在） 

法 人 名 （有）和田農園 

代表者名 代表取締役 和田 政司 

所 在 地 〒080-2331 

北海道帯広市基松町基線 42 

資 本 金 700 万円 

従 事 者 1５名うち女性８名 

設 立 年 平成９年７月 

事業内容  露地野菜（長芋・ごぼう他）生産 

キーワード 通年稼働、通年雇用、生活できる給与 
 

 

 

□会社経営に必要とされる人材に男性・女性の区別はない 

同社では「人間の健康には良い作物から」をモットーに、社長自らが施肥設計を行い、

土づくりを重視、開拓当時の野菜本来の味を追求している。「野菜は生き物」、社員には

「野菜を見る感性」を求める。法人経営において「経済活動の中で、人がノウハウを発

揮するのは必要とされるからであって、男女の区別はない。」と指摘する。北海道で露

地野菜生産の通年稼働を実現させた同社では、「会社の将来を安心して任せられるよう

にするには、パート社員では安定しない」との考えから、正社

員を軸とする通年雇用体制にシフトした。正社員には「どこの

ポジションでも、誰でもできる」統一性のある仕事を期待する

代わりに「生活できる給与」を保障、労働環境の整備や処遇改

善に努める。 

 

１．法人の概要 

北海道随一の畑作地帯、十勝平野の帯広

市で 119㏊の畑を所有、ブランド野菜「わ

だのごぼう」をはじめ、長芋や馬鈴薯など、

露地野菜を生産する同社では、選果場や倉

庫設備等を整備し、自社で選別から出荷を

一貫して行える体制を確立。これにより周

年稼働を実現し、従業員の通年雇用を可能

にした。 

「人間の健康には良い作物から」をモッ

トーに、減農薬・減化学肥料で「食べる人

に喜んでもらえる」野菜づくりに努めてい

る。現在、同社の野菜

は、道内生協、東北、

関東、中部各地域での

一社取引、コンビニチ

ェーンのおでんの具材

にも用いられている。 

スタッフ 1５名のう

ち、８名（内訳：正社

員 管理職 1 名、一般

職 6 名、パート社員１名）

が女性。配属は農場 7 名、事務 1 名。 

 

長芋の選果作業にかかる女性社員 

畑作業中の女性社員 



   

ごぼうの選果作業の様子 

踏み台で高さを調整 

２．畑作業から出荷作業まで女性が活躍 

・正社員 7 名（うち管理職１名） 

勤続18年になる

管理職は、他の社員

と同様に作業に従

事しながら、社員間

の連絡調整役も担

う。社員の年齢層は

30 代～50 代。夏

季は特別栽培のご

ぼうの圃場での草

取りがメインの作

業。秋の収穫作業を

経て、冬季は男女と

もに収穫した野菜

の選果作業へと移

行する。いずれの作

業も器用さと根気良さが求められる作業ゆ

えに、女性社員の正確な仕事に対する評価は

高い。 

・パート社員１名 

9 時～15 時勤務、勤続 13 年。同社の事

務を一人で担当する。 
 

３．女性が活躍できるポイント 

・器用さや根気良さに適正 

器用さや根気良さの点で女性の評価が高

く、女性は仕事に馴染みやすい。 

・高い賃金と賞与年２回、中退共加入 

賃金設定を地元水準より高めに設定、月

給＋賞与年２回。主婦には被扶養者資格か

ら離脱して貰い、正社員として働く代わり

に「生活できる給与」を支給する。 

・女性用更衣室や休憩コーナーを完備 

個人用ロッカー、女性用更衣室や休憩コ

ーナーを設置して、労働環境を整えている。 

 
休憩室     女性の休憩スペース 

４．法人が直面した課題や解決方法 

・作業の統一性、効率性を図る工夫 

 夏季に各圃場で分散して作業する社員が

同じ認識で作業ができるように、圃場作業

のない冬季に、作業シミュレーションの研

修を行い、翌シーズンの作業統一化を図る。 

・作業環境の整備 

８カ所に分散してい

る圃場には、適宜、簡

易トイレをトラックに

積んで搬入・設置。 

作業台の足元には防

寒にウレタンを敷いた

り、高さ調整をするな

ど、作業性を良くするための調整・工夫を

行っている。社員の重労働軽減にアシスト

スーツを検討中。 
 

５．女性たちの声・経営者の声 

＜男性経営者の声＞ 

「草取りや選別など、作業には器用さ、

根気良さが必要。その点、女性は間違いが

ない」「女性管理職は、仕事をわかってくれ

ている。バランス感覚がいい」 

＜女性管理職の声＞ 

「通年働けると

いうことは、保障が

あるということ。

18 年前に、これか

ら発展すると聞い

て入社したが、期待

通りの会社だった」

「働き始めた頃は、子供が小さかった。当

時、一緒に働く女性達が、子供がいたこと

を理解してくれた。今は、（私が）子供のい

る女性社員に気配りしている。コミュニケ

ーションを取り、家庭環境をわかった上で、

子供がいながら働く若い女性達にも仕事を

続けて貰えるように言葉を選んで声がけを

している」 

畑作業中の女性社員 

長芋の洗浄作業 



   

社員寮 

小椋社長夫妻 

正社員雇用、適材適所で社員の技能を発揮 
（平成 27 年２月現在） 

法 人 名 （有）ドリームヒル    

代表者名  代表取締役 小椋 幸男 

所 在 地 〒080-1406    
北海道河東郡上士幌町居辺東 7-277    

資 本 金 400 万円     

従 事 者 40 名うち女性 19 名 

設 立 年 平成 15 年 1 月       

事業内容  酪農業、加工・販売、カフェ  

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.dreamhill.co.jp/shop/ 

キーワード 正社員雇用、適材適所、技能発揮 

 
□搾乳牛や子牛は繊細、正社員雇用・シフト制で牛を管理、安定的生産を可能に 

 搾乳牛の管理は繊細さが求められる。時間雇用のパート社員では全体の流れが把握で

きず、牛乳の質や量に影響が出てしまう。そこで同社では、正社員雇用によるシフト体

制を導入、社員が交代で牛の管理を行い、全体を把握することで安定的生産を可能にし

た。従業員住宅も完備する同法人では、「試用期間を設けず、最初から正社員としてき

ちんと雇用するのだから、覚悟を持って働いて、期待に応えて欲しい」と、男女を問わ

ず、酪農経営に真摯に向き合える人材に期待を寄せている。 

□地元に自社の牛乳を発信したい、技能を持った女性社員が即戦力に 

平成 23 年５月にオープンした「アイス工房ドリーム」は、「地元に発信したい」と

いう女性管理職（店長）の想いから始まった。軽食・喫茶を提供するカフェは女性店員

のイメージとのことで、接客・料理のできる人材＝女性スタッフを募集、パンおよびケ

ーキには製造経験者を採用、アイス工房担当者とともにカフェの即戦力になっている。 

以上のように、同社では正社員雇用を前提に、技能や体力等に応じた適材適所の人材

起用を実施している。 

 

１．法人の概要 

出荷乳量平成 25 年度実績 16,501ｔ、

現在、経産牛 1,730 頭、未経産牛 550 頭、

畑 250ｈａ、採草地 400ｈａを有する同社

では、「日本一の経営規模」を目指すととも

に「地域から信頼され頼られる会社」、「従

業員が生き生きと

自主的に働ける会

社」を経営理念に掲

げている。社員は全

員正規雇用、社員住

宅も完備。 

平成 23 年、「アイス工

房ドリーム」（１階カフ

ェ、2 階が自社生乳を

加工するアイス工房）

をオープン。ふるさと

納税の特産品に同社の

アイスクリームが取り

扱われており、同店に

は全国から観光客が訪れる。 

スタッフ４０名のうち、１９名（内訳：

正社員 管理職１名、一般職９名、中国人

実習生９名）が女性。配属は、牧場１４名、

工房４名、事務１名。 

 
パン製造担当女性社員 

 



   

アイス工房ドリームの内部 

アイス工房ドリーム外観 

２．牛舎と工房、適材適所で女性が活躍 

・正社員 

牧場 5 名 

細やかさを必要とする搾乳と子牛の哺育

を担当。搾乳作業には牛舎のような力仕事

がない点も、女性が担当し易い理由である。

子牛の哺育は、現在、長年従事している 60

才のスタッフが軸となり、特に、ほ乳は子

牛の体調への影響が大きいため、固定スタ

ッフが担当する。 

加工・販売、カフェ４名（うち管理職１名） 

管理職（店長）が

店全体の運営とア

イス製造を担当。ア

イス製造、ケーキ製

造、パン製造に主担

当者を配置、カフェ

は全員で対応する。ケーキ、パンの各担当

は経験者で、即戦力として機能している。 

事務員１名 

 事務職は、日中のみの勤務。 

・実習生９名 

生産担当。全員が中国出身の既婚者で、

働く姿勢が真剣なことから、貴重な人材と

なっている。 

３．女性が活躍できるポイント 

・力仕事の不要な搾乳や子牛哺育に適正 

 細やかさを求められる搾乳や子牛哺育は、

力仕事を求められる酪農経営の作業の中で

女性が信頼されて従事できる部署である。

実際に、同法人でも 60 才になる女性が子牛

哺育を長年担当してきた実績がある。 

・経験や特技を活かせる環境 

ケーキとパンの各担当者は経験者。その

経験を活かせるように、店長把握のもと、

製造管理・販売について一定の裁量権があ

ることで、個々の技能を発揮しつつ、意欲

を持って働くことができている。 
 

４．法人が直面した課題や解決方法 

職場結婚が多く、経験を積んだ女性社員

が出産育児を機に退職してしまう。産休・

育休中を代替要員にすると、生乳の安定的

生産の面からはスタッフが入れ替わること

はリスクに繋がるため、課題である。 
 

５．女性たちの声・経営者の声 

＜男性経営者の声＞ 

「子牛の哺育担当（現在 60 才女性）を

30 代女性に継承してもらいたい。後進を育

成しなければならない」 

＜女性管理職（店長）の声＞ 

「スタッフ募集を出したら、たまたま経

験のある人（パティシェ、パン職人）が入

ってきて、即戦力になってくれて良かった」

「牧場とカフェ（の女性社員）では、同じ

女性でも、持ち場毎に神経の遣い方が違う」 

＜パン担当女性社員の声＞ 

 「この歳（30 代）で正社員で働かせて貰

えるなんて、まずない。生活が安定して、

気持ちのゆとりが違う」「冬季は来店者が減

るので、冬のパンは止めた方がいいのでは

ないかと店長に相談したところ、「作りたい

でしょ、作りなよ」と言って貰えた」「原料

は希望を出して使いたいものが使える。原

価は店長と相談している」「牧場あっての工

房、パンを作らせて貰えるなら何でもする」 



 

新商品開発に女性のアイディアを 
（平成 27 年２月現在） 

法 人 名  デリシャスファーム（株） 

代表者名  代表取締役社長 今野文隆 

所 在 地  〒989-4102 

宮城県大崎市鹿島台木間塚字古館１ 

資 本 金  ５，０００万円 

従 事 者  ２６名うち女性２２名 

設 立 年  平成１０年 

事業内容   施設園芸（トマト・水菜他）、加工、カフェ 

ＵＲＬ    http://www.delicious-farm.com/ 

キーワード 加工・販売、企画会議、行政との連携 
 

□加工販売のアイディアに女性の視点を 

主に、糖度の高い「玉光デリシャス」の生産・加工・販売・カフェ営業を行っている。

加工販売により、増収を目指していることから女性の活躍が必要不可

欠だと考えている。 

加工部門は専務取締役の今野栄子氏が中心となり、現在約５０種類

の加工品を販売。年２種類の新商品開発を目標としている。毎月企画

会議を行い、行政の職員も参加しながら、女性役員、女性スタッフが

アイディアを出している。今後は、首都圏向けの販売強化・認知度向

上が目標。常務（社長娘）が積極的に営業を行う。従業員の年齢層が

若いため、産休・育休制度の活用促進が重要になっている。 
 

１．法人の概要 

 平成１０年に有限会社デリシャスファー

ムを設立。平成１９年にデリシャスファー

ム株式会社に改組。現在スタッフは２６名

で、うち２２名が女性。男性は生産（主に

トマト）を中心に従事し、加工・販売部門

は女性のみが担当している。営業は常務（現

社長の娘）が中心的に担う。 

 メインの農産物はトマトで、品種は玉光

デリシャスである。それを当法人ではデリ

シャストトマトと呼んでいる。高糖度トマ

トで、消費者からの評価も高い。 

 平成１８年から専務の栄子氏が中心とな

り、加工部門を設立。当初は、トマトジャ

ムやジュースなどの加工を外部に委託して

いたが、自社加工でなければ、商品改善が

困難であると考え、平成１９年に自社内に

加工施設を立ち上げ、加工部門を拡大。加

工品のアイテムは現在約５０種類で、年２

種類程度の新商品開発を目標としている。

売上アップのためには、加工部門の成長が

重要だと考えている。そのためには、良い

デリシャストマトの生産も必須条件となる。 

平成２５年度から外部のコンサルタント

からアドバイスを受けながら、経営改善に

取り組んでいる。今後は、高価格帯のトマ

トジュースの販売や首都圏での販路拡大、

認知度向上を目指す。 

 
様々な加工商品とデリシャストマトのジュース

 

今野栄子 専務取締役 

デリシャストマト 



 

ディスプレイにも 

女性のアイディアが 

定植作業 

糖度が高い 

デリシャストマト 

カフェの女性スタッフ 

２．生産から販売部門で女性が活躍 

・役員 

  専務は加工部門を、常務は営業・販売

を主に担当している。常務はカフェのメニ

ュー開発等にも積極

的に関与している。カ

フェで人気商品のデ

リシャストマトを利

用した味噌ラーメン

は常務と女性スタッ

フらによって開発され

た。 

女性役員は、男性よりも女性の方が加工

部門での勤務が得意であると認識してい

る。日ごろから家庭での調理経験が職場で

の強みになっていると感じている。また、

直売所でも男性よりも女性の方が消費者

目線に近いことから、

感覚が優れていると

感じており、商品のデ

ィスプレイ等につい

ても様々な提案をし

てもらうようにして

いる。 

・正社員 

  生産３名、販売・カ

フェ２名、総務経理２

名の女性を配置。地元

出身者が多く、勤務年

数も長い人が多い。 

  平成２７年４月か

ら私立大学農学部出

身の新卒女性を採用

する予定で、生産及び

販売分野での活躍が期待されている。 

・パート社員 

  生産７名、加

工４名、販売・

カフェ４名の

女性を配置。正

社員同様、地元

出身者が多く、

勤務年数も長い

者が多い。パート

社員も様々な改善案やアイディアを出し

ている。 

３．女性が活躍できるポイント 

・産休・育休等の制度の制定 

産休制度は１名の利用実績があるが、従

業員の年齢構成を勘案すると、離職等を避

けるためにも制度の整備と活用促進が重

要である。 

・企画会議の設置 

加工品の新商品については、専務と常務

が中心となり、女性職員と美里農業改良普

及センターの職員（生活担当）と月１回の

定例会議で検討している。企画会議では、

女性が積極的に意見を述べ、様々なアイデ

ィアが出される。新商品の味見やラベルデ

ザイン等についても積極的に提案しても

らっている。 

・職場環境改善 

生産部門では、ハウスの換気扇を大きい

ものにした方が良いとの声を受けて改善

した。加工部門では、自社加工を開始する

際に女性社員から多くの要望を受けたこ

とから休憩所及びシャワー室を設置した。

スタッフの要望に耳を傾け、現場の提案を

すぐに活かす柔軟な姿勢をとっている。 
 

４．法人が直面した課題や解決方法 

・首都圏への販路拡大・認知度向上 
 

５．女性経営者の声 

・女性スタッフ配置による効果 

「飲食部門は女性役員・管理職、女性スタ

ッフが積極的に関わり、売上が増加した」 

・今後の展望 

「加工には将来

性があるのでこ

れからもがんば

りたい」、「経営

分析をしてもら

い、ジュースの価

格を上げることにした。東京では高い商品

を求められることもある」、「農家で野菜を

作っているだけだったので営業があまり

得意ではないが、売上を伸ばすためにも営

業をみっちりやっていきたい」 

デリシャストマト

辛味噌ラーメン 



   

作業効率を意識した環境作りに 

女性のアイディアを活かす 
（平成 2７年 2 月現在） 

法 人 名  （有）リーフファームみのり 

代表者名  代表取締役 篠塚のり 

所 在 地  〒289-2304 

千葉県香取郡多古町高津原 1207-3 

資 本 金  ３００万円 

従 事 者  １５名うち女性１３名 

設 立 年  平成１５年 

事業内容   施設園芸、露地野菜 

関連会社 (有)わ～ふぁ道本、(有)ファーストファー

ム、(有)アグリサポート 

キーワード 有機JAS認証、女性が使いやすい道具、 

野外トイレの設置 
 

□労務管理の学習内容を現場で実践。さらなる作業改善へ 

有機 JAS 認証を取得した、手摘み・洗浄無のベビーリーフが経営の中心。のり氏が労

務管理を学び、作業の効率を高めるための工夫と改善を行った結果、働きやすい職場づ

くりを実現している。女性従業員が大半であることから、同性による

作業指示の方がマネジメント上好ましいと判断し、女性正社員が個人

の特性を把握して、作業計画を設計する。女性同士のコミュニケーシ

ョンも活発で、作業改善等への提案もある。それらに柔軟に対応して

いくことでさらなる改善に繋げている。 
 

１．法人の概要 

篠塚のり氏は、昭和 51 年に結婚を機に就

農。当時は、さつまいもが経営の中心であ

ったが、その後収益性の高いスイカに転換。

しかし、重労働のため、昭和６０年に春大

根を、後作に雨除けほうれん草を導入。こ

の背景には、普及所での学習を通じて、他

産業並みの休日取得を目標にしてきたこと

で、葉物に転換しようという思いもあった。

ほうれん草栽培開始後、連作障害に対応す

るために、太陽熱

消毒を導入。同時

期に、近隣の農業

法人と出会い、助

言もあって無化

学肥料無化学合

成農薬栽培を開

始。平成 5 年には

有機 JAS 認証を取得し、高付加価値農産物

の販売が可能となり、ほうれん草栽培は軌

道に乗る。その後、ベビーリーフの栽培依

頼を受け始めたことを契機に、事業化して

いる。 

平成 12 年には、ベビーリーフの生産販売

を主体とした有限会社わ～ふぁ道本を設立

し、夫が代表取締役に、のり氏が取締役に

就任。平成 15 年にはのり氏が代表取締役と

なる「リーフファームみのり」を設立し、

ベビーリーフの生産販売を行っている。 

有機 JAS 認証、手摘み・洗浄無のベビー

リーフが特徴であり、こだわり。現在の販

売先は、生協、ホテル・レストラン卸、デ

パート等である。 

スタッフ１５名のうち１３名（内訳：役

員 1 名、正社員 1 名、常勤パート 5 名、外

国人実習生６名）が女性である。 

 

篠塚のり社長 

事務所前にて 

ベビーリーフ 



   

女性正社員 

ベビーリーフの収穫 

収穫作業 

野外のトイレ 

 篠塚のり氏は平成 24 年度農山漁村女

性・シニア活動表彰で、優秀賞（経営局長

賞）女性起業・経営参画部門を受賞した。 
 

２．生産から販売まで女性が活躍 

・役員 

  （社）農山漁村女性・生活活動支援協

会主催の労働管理専門講座を平成１２年

に受講し、労務管理を学ぶ。学習内容を

自らの経営に活かし、個人別の道具類の

用意やトイレの設置、作業環境改善等、

作業の効率改善につなげている。作業が

細かく、長時間の座位作業であることは、

女性に作業適性があると考えている。 

新しい野菜に対する出荷先のニーズが

常にあることから、それに即対応できるよ

うな柔軟な経営姿勢をもつように心がけ

ている。 

・正社員 

  日ごとの出荷や

注文に応じて、常

勤パート、外国人

実習生に作業場所

やその日の収穫量

を指示する。それぞれの得意不得意を考

慮し、作業計画を設計。女性従業員が大

半であることから、女性が指示する方が

良いと経営者側は判断している。 

・パート社員 

４０～６０代の女

性たちで、長年勤務

していることから、

収穫などの技術力

も安定している。ベ

ビーリーフは洗浄せ

ずに出荷するため、

丁寧な仕事が求められる。 

・外国人実習生 

現在、中国人 3 名、ベトナム人 3 名の

20 代の女性を受け入れている。技術習得

とともに、重要な働き手として、収穫や出

荷調整に従事している。 

３．女性が活躍できるポイント  

・女性が使いやすい道具の導入や作業台の

高さの検討 

女性が使いやすく、収

穫しやすい長さに調整

した特注のカマやハサ

ミ等を支給。道具の導入

や、作業しやすい高さに

台を手づくりするなど、

作業効率を高めている。また、各個人が作

業に使用するカマ、ハサミやイス、収穫物

を入れる袋、テープ、はかりをまとめて 1

セットにして持ち運び、効率よく、負担な

く収穫作業が行えるように配慮。 

・ハウス間の距離を考えたト

イレの配置 

  ハウス間の距離を考え

ながら、簡易トイレを３基

設置し、作業効率を高める

とともに、従業員が協力し

て交代で清掃している。 

・女性自身の働き方への理解 

 女性の働き方に対する希望（扶養家族

の範囲内、短時間勤務等）を理解し、雇

用形態や作業時間に反映させている。 
 

４．法人が直面した課題や解決方法 

・若い人材、働き手の不足 
 

５．女性たちの声・経営者の声 

＜女性経営者の声＞ 

 「スタッフに女性が多いので、作業指示

をする側も女性の方が適任」、「機械は男が

使う、などと役割を固定しない方が良いの

では？今までの常識にとらわれずにやって

いく。生産部門も男性でなくても女性の方

が良い部分もあるので臨機応変に。」、「女性

が多い方が明るい。おしゃべりしながらこ

ういう風にしていったら？という改善案が

出て柔軟に対応できる」 

＜女性正社員の声＞ 

「男女関係なく働けるところが良い。や

りがいがあり、毎日楽しく働いている。農

業は、考えたことが形になるところが楽し

いのでは。若い人にもおすすめ！」 



   

大西由美子取締役と大西隆代表取締役 

家庭と仕事の両立が社員定着率向上に 
（平成 27 年２月現在） 

法 人 名  （農）セントラルローズナーセリー 

代表者名  代表理事 大西 隆 

所 在 地  〒501-0418 

岐阜県本巣市七五三字一の坪 7772-4 

資 本 金  50,000 円          

従 事 者  43 名うち女性 37 名        

設 立 年  平成元年９月          

事業内容   施設花卉（ミニバラ・花加工）  

Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.centralrose.co.jp/company/ 

（有限会社セントラルローズ 販売部門） 

キーワード MPS 認証、家庭と仕事の両立、高い定着率 

 

□MPS（注１）認証による職場環境が、女性社員の定着率向上と能力発揮を可能にした 

安全・安心な品質の良い花の生産には、安全・安心な職場環境の整備が不可欠である

との考えから、同法人では、平成 19 年、日本で最初に「花き生産総合認証注

（MPS-Florimark Production）」を取得した。MPS 認証取得により、家庭と仕事の

両立が可能な融通性の高い就業形態や明瞭な就業条件、作業環境の整備が充実。ここで

働く人たちは持ち場毎に「任されている」＝「人材を大切にする」ことで、女性も男性

も障がい者も、意欲を持って個々の能力を 120％発揮した働き方が実現している。 

 

１．法人の概要 

ミニバラのパイオニアである同法人では、

生産を担当し、販売を姉妹会社の（有）セ

ントラルローズが行う。年間約 200 万鉢生

産。販売先は、全国の花市場、全国展開の

フラワーショップ等。 

スタッフ 43 名のうち 37 名（内訳：役員

１名、正社員１名、常勤パート 35 名）、が

女性。花の購入者は女性が多いことから、

“女性の感性（細やかさや優しさ）”を活か

した生産・販売が重要であり、法人イメー

ジの向上にも繋がる。この視点に立ち、近

年は、特に“女性の感性”を活かした販売

力強化に取り組んでいる。平成 13 年度農林

水産祭、天皇杯受賞。 

注 ： 花 き 生 産 総 合 認 証 （ MPS-Florimark 

Production）。この総合認証には、環境・品質・

社会的責任・生産工程管理の４つ認証があり、「社

会的責任認証（MPS-SQ）」は、ILO（国際労働機

関）協定に基づく ICC（国際的な行動規範）に則

り、従業員の雇用・安全管理に関する要求事項を

遵守することによって認証が授与される。 

 
笑顔が素敵な販売担当スタッフ 



   

２．経営、生産から販売まで女性が活躍 

・役員（１名） 

労務管理を担当。融通性の高い就労時間

の管理や長めの休憩時間等、細部にまで目

を配る。個別事情に応じた雇用管理の実践、

毎年実施している個人面談にて賃金や退

職金を従業員に見える化し、労働意欲を引

き出している。 

・正社員（１名） 

フラワーアレンジ等、若い女性ならでは

の感性やアイディアを活かした販売によ

り、市場関係者からの評価が高く、フラワ

ーショップ等からの信頼も厚い。顧客獲得

と売上げ増に貢献している。 

・パート社員（３５名） 

30 代～60 代で構成される生産の要。

特に 40 代～50 代の層が厚く、定着率の

高さは作業習熟度の高さと比例し、同法人

のバラ生産を支えている。 

 

 
ハウス内で作業する女性パート社員 

３．女性活躍のポイント 

・家庭を優先した働き方で定着率向上 

パート社員は、９時・10 時出勤、15

時退社等、勤務時間に融通性が高く、家

庭を主に空いた時間での就労が基本スタ

イルである。 

・中小企業退職金共済加入で退職時も安心 

 毎年、賃金、退職金の積立額を提示す

ることで、従業員が安心して就労できる。 

４．法人が直面した課題や解決方法 

 ムービングベンチ等の設備導入により重

労働を軽減、女性が負担なく作業できるよ

うに工夫した。 

 
ムービングベンチだから女性でも移動可能に 

 

５．女性たちの声・経営者の声 

＜男性経営者の声＞ 

「女性は結婚で（継続勤務が可能か否か）

変わるため、（人材としての見通しが）難し

い」「女性の感性を活かせる部分には、積極

的に経費を使っていきたいと思っている」 

＜次期女性役員（現在出産育児中）＞ 

「家庭も仕事も一緒だからこそ、バラン

スが大事」「育児期の今は仕事を俯瞰で見て、

全ての行程を知っておくこと。すぐに社員

のフォローに入る準備は常にある」 

＜販売担当女性正社員＞ 

「販売は人と直接、話や交流ができて面白

い」「先輩が凄くて刺激を受けた」ここのバ

ラを好んで買って貰えるようにしたい」 



   

南雲社長 

すぃーとぽてと 

若手女性専務はサツマイモ生産・加工・販売の

プロ、サツマイモプリンは学校給食で大人気 
（平成 27 年 2 月現在） 

法 人 名  （有）農園ビギン 

代表者名  代表取締役 南雲 信幸 

所 在 地  〒９４７-００４４ 

新潟県小千谷市坪野１３８１－１ 

資 本 金  300 万円          

従 事 者  ９名うち女性５名 

売 上 高  ７千万円 

設 立 年  平成元年３月          

事業内容   水稲・野菜生産（サツマイモ、アスパラ、

メロン）、加工（サツマイモプリン、ス

イートポテト他）、販売 

Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.nouenbigin.jp/ 

キーワード 加工部門、女性の管理職登用、学校給食 
 

□周年雇用のため加工事業を導入 

冬場の仕事の確保のため加工事業が必要と人材を探していたところ、普及センターか

ら紹介されたのが新谷梨恵子さんだ。新谷さんは、15 歳頃からサツマイモに興味を持

ち、大学でもサツマイモを研究。小千谷に嫁いでからサツマイモのお菓子で町おこしを

したいと加工の勉強を続けていた。それが、冬場の加工事業を考えていた南雲社長とつ

ながり、農園ビギンに平成 17 年に就職した。 

□サツマイモの生産から加工まで担当 

新谷さんは、サツマイモのすべてを担当。春から秋は、植え付け、

草取り、畑の管理、収穫、出荷、貯蔵など。品種は、イモの色が黄色、

紫、オレンジ、白と揃えている。イベント販売、築地市場やスーパー

等への販売促進ではサツマイモを知り尽くしての接客ができる。加工

は冬場のみ。研究開発に取り組み、「さつまいもプリン」、「さつまいもまんじゅう」、「す

ぃーとぽてと」など人気上昇中。地元の方の冬場の雇用にも貢献。また、HP、ブログ

等の情報発信のほか会社の就業環境整備にも目配りしている。 
 

１．法人の概要 

南雲社長は、豪雪地帯の小

千谷市で一年を通して仕事を

確保し、若手社員がやりがい

をもって安心して働けるよう

な会社にしたいとの信念をも

って会社を創業した。豪雪地

帯の小千谷を活かした、地産

池消を第一に地域とのかかわ

りを大切にした会社を目指している。 

高齢化、耕作放棄地拡大の中で、農業生産・加

工だけでなく、市民の農業体験、研修受け入れに

よる担い手育成にも取り組んでいる。 

・経営規模 水田 25ha（コシヒカリ 20ha、

コガネモチ5ha）、畑3ha（サツマイモ0.6ha、

ササゲ豆 0.5ha、アスパラ 0.3ha など）、作

業受託、育苗 

・売上高:7,000 万円（米 3,200 万円、サツマ

イモ加工 1,800 万円、作業受託 1,000 万円

など） 

・役職員：役員３名中

女性２名（南雲社長、

妻、新谷さん）、正職

員男性３名、女性３

名（社員の平均年齢

は３０歳）。 

 

専務取締役 新谷梨恵子さん 

ベニキララ 



   

ピンクのシャワ

ールーム 

３色のサツマ

イモプリン 

南雲社長と新谷専務 

２．部門を任され女性が活躍 

  役職員は、作目毎に主担当が決まっている。

社長は全般、新谷専務はサツマイモの生産か

ら加工、販売全般。男性主任はイネ、男性社

員は、一人がアスパラ、ササゲでもう一人が

イネとサツマイモ。女性社員は、一人がメロ

ンと加工でもう一人がカリフラワー、もう一

人は育児休業中。冬場の加工は地域の女性達

をパート雇用する。 
 

３．女性が活躍できるポイント 

（１）「役割を明確にし、その部門を任せる」

社長のもとで女性が活躍 

 新谷さんは、サツマイモすべての担当で、深く

その分野を学び、品種選定、栽培管理、加工、販

売とチャレンジしてきた。魚沼コシヒカリの良田

をサツマイモ畑に転換するのは大変な勇気がい

る。それを認め投資し、見守っているのは社長の

資質として素敵なことだ。その成果も出て、サツ

マイモ加工部門は、農園ビギンの売り上げでコメ

に次いで二番目と伸びている。 

（２）週休 2 日制、他業種並みの処遇 

 夏場の農繁期、冬場の豪雪期でも常に週休２日

制をとっているため、年間 110 日は休める。子

供と出かけるなど家庭と仕事の両立に大変役立

つ。また、年収も他産業並みに出したいと考えて

おり、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金

保険に加入しているため、安心して社員は働ける。

育休も産休もとれるようになっている。これは、

社長が男女に関わらず、社員を育て長く働いても

らいたいためだとの考えからだ。ただ、これまで

の経験では、女性は結婚で辞めるケースがあり、

採用のリスクがある。 

（３）快適な職場環境と風通しの良い職場 

農園ビギンの１階は加工室、

２階が事務室、多目的室、応接

室にシャワールームトイレ付

があり、明るく清潔でおしゃれ

だ。シャワールームはピンクの

イタリア製で、研修生にも好評。

畳の多目的室は、体調が悪くな

った時の保健休養室や研修生

の宿泊所にもなっている。 

毎朝、15 分程度のミーティングを開きその日

の各自の仕事や共通事項を確認する。毎月１回勉

強会を開き、普及センターや農協から講師を招い

ている。 

（４）家族の理解と協力 

新谷さんは、４世代７人家族で暮らす、男の子

が２人の母親だ。子供を預けて農園ビギンに就職

したあとは、朝から夜まで働き、東京のイベント

は、子供が小さい時は日帰りで通った。家族は新

谷さんのことを心配と応援の紙一重で見守って

くれた。子供が１０歳の時学校で書いたお母さん

への手紙に「サツマイモプリンを発明したお母さ

んを尊敬しています。」とあった。家族に感謝。

新谷さんは、「家にいる時間は家族に全力」と、

そして会社では一生懸命仕事をしていることを

家族が知っていてくれている。 
 

４．法人が直面した課題や解決方法 

（１）商品開発の方針 

商品開発の方針は、新潟魚沼のお米とお酒以外

に、小千谷の子供たちが大人になっても記憶に残

るものを開発したいと考え「サツマイモプリン」

を考案した。はじめは販路がなく苦戦したが、今

は、小千谷の保育園・幼稚園から小学校、中学校

まで 2 千人の子供たちがサツマイモプリンを食

べている。今は、ワンシーズンでサツマイモ加工

品が２万食出ている。 

（２）地域の高齢化 

地域が高齢化していく中で、

農園ビギンが地域の拠点とし

ての役割を果たしていく場面

が増えてくると予想。今の米

と園芸作物で高収益路線に加

え、今後、農地管理的な利用が

増えていく中での収益の確保。 
 

５．女性たちの声・経営者の声 

〈男性経営者〉 

新谷さんは、人

前で臆することな

く接客し販売する

力は素晴らしい。

サツマイモが会社

の重要部門に発展

し、貢献してくれ

ている。ほかの女

性社員にもやる気

や農作業のやり方を含め、良い影響を与えている。 

〈女性経営者〉 

加工を始める時は、試行錯誤の連続。できない

言い訳よりは、できる１％の可能性を見つけるこ

と。覚悟が大事。「今日の今がこれからの人生で

一番若い。言い訳をしないですむようできる道を

探す」。 



   

右：取扱商品 

下：南アルプスを一望

できる圃場 

家族的な雰囲気で社員の意欲を重視 
（平成 27 年 2 月現在） 

法 人 名 （株）なかひら農場 

代表者名 代表取締役 中平 孝雄 

所 在 地 〒399-3304 

長野県下伊那郡松川町大島 3251 

資 本 金 1,000 万円       

従 事 者 51 名うち女性 28 名 

設 立 年 平成 3 年 3 月 

事業内容  果樹（りんご他・加工・販売）・観光農園 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.nakshop.jp/ 

キーワード 家族的な雰囲気、部門横断、意欲重視 

 
 

□家族的な雰囲気と部門を横断した働き方が女性の活躍の鍵 

農業部門・加工部門・販売部門の３部門からなる同社では、通常は部門ごとに担当社

員が配属されているものの、各部門の繁忙期には、社員は必要に応じて３部門を横断し

て必要部門の業務に集中的に従事する。これにより、社員は、各部門の業務経験と内容

把握、会社の全体像の理解が可能となる。その結果、女性が担当する窓口業務では、社

内の全体状況を踏まえた応対が適切になされる等の効果が得られ

ている。また、経営者の「会社は人材、社員は家族」、「経験や資格

よりもやる気重視」という方針が、女性スタッフの意欲や自由な発

言を引き出し、社内全体の雰囲気や社員のモチベーションアップに

繋がっている。 

 

１．法人の概要 

南アルプスの山並みを一望できる自然豊

かな環境に恵まれた同社では、自社生産り

んごの販売・加工に加えて、ジュース・ジ

ャムの製造販売を行っている。その内容は、

７ｈａのリンゴ園を軸に生産販売を行う農

業部門、販売部門、年産 130 万ℓのくだも

のジュースを生産、県内外から約 1,000 人

の委託加工を請け負う加工部門の３つの部

門で構成、ジュース工場見学受け入れも行

う。 

スタッフ 51 名のうち、28 名（内訳：役

員 3 名、正社員 12 名、常勤パート 13 名）

が女性。役員の除いた配属は、生産 22 名、

総務 3 名、通勤 30 分以内の近隣在住者。 

「会社は人材、社員は家族」の方針通り、

社員とのコミュニケーションを重視、社長

と社員との距離が近くに保たれている。 

衛生管理も万全な加工部門の女性スタッフ 

 

自家農園のリンゴ 

http://www.nakshop.jp/


   

加工部門の女性社員 

フォークリフトを操作する 
女性社員 

２．各部門を横断して女性スタッフが活躍 

・正社員 

年齢層は 30 代～50 代。総務２名は、女

性役員の管理・指導のもと、出荷・経理を

担当。意欲を認められて配属された。各部

門での作業経験が電話対応等に活かされ、

現在は「安心」できる社員として、役員か

らの信頼も厚い。 

生産 10 名は加工部門をメインに、他の部

門の手伝いもする。リンゴの搾汁作業がピ

ークとなる 11 月～2 月は超過勤務が避け

られないが、業務優先の自覚を持って残業

も厭わず、同社の「戦力」となっている。 

 

 

・パート社員 

農業部門のリンゴ圃場作業

（２月開始、５月～12 月が

ピーク）、販売部門の観光農園

での接客や贈答用品の発送作

業（３月開始、５月、８月～12 月がピーク）

を中心に、週末や繁忙期の緊急時スタッフ

としてカバーにも入る。勤続 20 年超のパー

ト社員は高齢であ

るものの、カバー

要員として貴重な

存在であり、経験

を活かして、体力

に応じた働き方を

している。 

３．女性が活躍できるポイント  

・パート社員の高時給と自由に取れる休暇 

平成３年のパート社員雇用開始時より、

時給単価を地元製造業より高い金額設定で

保持、また、いつでも休暇が取得できる。 

・女性正社員の中途採用は意欲重視 

経験や資格よりも、意欲を重視した採用

＝「認められる」ことにより、中途採用で

も自信と意欲を持って働くことができる。 

・女性も免許取得を推進 

女性にもフォ

ークリフト免許

取得を推進する

ことで、男性と同

様に作業分担が

可能になった。 
 

４．法人が直面した課題や解決方法 

 繁忙期には部門を横断して社員が集中的

に従事、マンパワーを有効に活用する工夫

をしている。 
 

５．女性たちの声・経営者の声 

＜男性経営者の声＞ 

「社員は家族、家庭を大事に働いて欲し

い」「女性スタッフは、会社の目標を理解し、

波長を合わせた働き方をしてくれる」「正社

員には、会社の要となって欲しい人材もい

て、期待している」 

＜総務担当、生産担当の女性正社員の声＞ 

「女性が多い職場で雰囲気が良い」「女性

が意見を出しやすい、自由に意見を言える

雰囲気がある」「子供の具合が悪い時など休

ませてもらえるので助かる。他の製造業で

はノルマがあって、そうはいかない」「（各

部門の仕事を）何でもやらせられる」「何で

もやることが、窓口対応に役立っている」 

加工部門のジュース製造の様子 

リンゴ園作業 



   

ライスセンターの内装 

作業効率を上げ良い仕事をして自由時間も 

楽しむ笑顔の会社 
（平成 27 年 2 月現在） 

法 人 名  （株）アグリたきもと 

代表者名  代表取締役 海道 瑞穂 

所 在 地  〒939-0664 

富山県下新川郡入善町蛇沢５６ 

資 本 金  300 万円          

従 事 者  ５名うち女性２名、常勤パート 

売 上 高  1 億円（助成金含む） 

設 立 年  平成２２年３月          

事業内容   水稲・大豆・野菜（ネギ）生産 

Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.oshimanoki.com/ 

aguriphoto/contest4.html 

キーワード 機械施設投資、効率的、おしゃれ 
 

□機械導入や施設投資を重視 

会社の方針は、雇用を増やすよりも、機械導入や施設投資を重視し、作業効率を追求。

農業は暗い、きつい、大変だね～、かわいそうと思われたくない。お化粧もちゃんとし

て、ピアスもネイルもして楽しく農業をやっていることを、地域の人たちに「見える化」

してきた。「見える化」によって信頼が高まり（株）アグリたきもとへの水田の利用権

設定面積は拡大している。 

平成 22 年法人設立時 23ha、売上高 1,200 万円 

⇒ 平成２６年 63ｈａ、6,400 万円（売上高は助成金除く） 

□品のあるピンクのライスセンター 

収穫後の乾燥調製の重労働を解放するため、平成２２年にラ

イスセンターを建設した。(株)アグリたきもとのライスセンタ

ーは、外観が紺色で中は落ち着いたピンクの骨組みにベージュ

の壁でできていて品よく暖かい感じ。1 階は、整然と乾燥機、

籾搬入用ピット、籾タンク、貯蔵庫などが並び、制御盤でコントロールできるようにな

っている。大型トラクターを運搬するトラックも格納されていた。トイレもピンクでか

わいい。２階は、ミーティングルームで喫茶店のようになっており、経営方針の打ち合

わせだけでなく、フラワーアレンジの教室にもなっている。 
 

１．法人の概要 

（１）父の脱サラに添って自然体で就農 

「アグリたきもと」は、家族中心の農業

法人だ。はじめは、瑞穂さんの父が、脱サ

ラして本格的に農業を始めた。瑞穂さん高

一の時だ。稲刈り脱穀乾燥の時は、一晩中

手伝った。年々周りの兼業農家から田んぼ

が集まり、仕事が拡大する中で、瑞穂さん

はデザイン専門学校卒業と同時に自然と就

農した。農業はやりようによっては、自由 

時間が生み出せるし、自分のやりたいデ

ザインも出来ると思ったからだ。母も就農

し、父母瑞穂さんの家族３人で行う稲作は

拡大して行った。 

（２）２４歳の女性社長誕生のねらい 

平成２２年に法人化した。そのとき、父

が、「アグリたきもと」を世の中に知っても

らうためには、瑞穂さんが大型トラクター

を駆使して水田作業をやっていたら農業の

「見える化」になるし、高齢化著しい農村

で、若い人がやっている会社なら応援した

いと思う人も多いだろうと、瑞穂さんに「社

長をやるように」と言ったことから、瑞穂

さんは 24 歳で社長になった。 

 
社長 海道瑞穂さん 



   

役員３人と妹 

自作グラスアートを前に 

2．コメ作りを分担し女性が活躍 

役員３人のうち、瑞穂さんが社長。主に

大型機械を駆使した水田作業全般を担当。

母で取締役のみどりさんは、田んぼの水管

理と事務処理全般を担当。父で取締役の敏

さんは、仕事の全体的な段取りと資金を管

理。 
 

３．女性活躍のポイント 

（１）先入観念を持たずに、農業の会社を

皆で創ることで女性が活躍 

女性だからこれは出来ない。ということ

とは無縁の瑞穂さんは、臆せずに社長業を

こなし、大型機械を駆使した水田作業を主

担当。日焼け防止やおしゃれに気を遣いつ

つ、しっかりと稲作に向き合い、経営拡大

している。 

（２）和気あいあいと明るく楽しい雰囲気 

和気あいあいと笑顔が絶えない「アグリ

たきもと」。家族で農業を始めてから、以前

より良く話し合うようになり、お互いをわ

かり合うようになった。 

ライスセンター２階の事務室で経営方針

を話したり、趣味の会を開き人の輪が広が

っている。 

（３）若い人が若い人を呼び込む人材確保 

「若い人が社長をやると若い人の人脈で、

若いスタッフが集まってくる」とは取締役

の父の言。役員は３人で、瑞穂さんが社長、

父、母がそれぞれ取締役だ。正社員は、２

人で一人は瑞穂さんの夫。２人とも中学生

の時の同級生だ。また、瑞穂さんの妹が今

アルバイトで加わって

いる。近い将来、農場

の産物を活かしてカフ

ェをやりたい気持ちが

あり準備中。高齢化進

む農村の中で「アグリ

たきもと」は、若い人

たちが集う異色の拠

点となっている。 

４．法人が直面した課題や解決方法 

法人設立直後の平成２２年３月に竜巻が

発生しアグリたきもとの育苗ハウスが全壊

した。本当に心が折れた。そのときに入善

町の知り合いの方たちが持ち寄り１００万

円の支援をいただいた。地域の人たちに支

えられていると実感。地域に役立つ会社に

していこうと決意した。このときのつらさ

を家族が共有しているので、その後は、困

難も乗り越えられている。 

今後、会社を経営していく上で、給料、

ボーナス、保険、税金などの勉強が必要。 
 

５．女性たちの声・経営者の声 

〈男性経営者〉 

今後、高齢化が進み更に水田規模が増え

てきた時の準備をしていかないとならない。 

 そのため、集落内だけでなく、より広い

地域の農地利用のあり方にも積極的に関わ

っていきたい。 

〈女性経営者〉 

今は、以前より、規模拡大したが、ゆと

りがある。 

女性が農業をやりたいとして、簡単に始

められると思う人があるかもしれないが、

そうではない。結果をちゃんと出すという

覚悟が必要だ。 



   

自社プリンを手にする 

竹下代表取締役 

正社員雇用・完全週休２日制、 

残業無しを目標に！ 
（平成 27 年２月現在） 

法 人 名 （有）旭養鶏舎 

代表者名  代表取締役 竹下正幸 

所 在 地 〒699-2211 
島根県大田市波根町 221-1    

資 本 金 9,900 万円  

従 事 者 5７名うち女性 30 名 

設 立 年 昭和 36 年 12 月 

事業内容  鶏卵（生産・加工・販売）  

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.asahiegg.co.jp/about.html 

キーワード 正社員雇用、完全週休２日制 

 

 

□社員全員正規雇用、完全週休 2 日制、残業無しを目標として 

「鶏の一生は、人間に食されて終える」という信念のもと、雛から採卵までの一貫経営

で 50 余年となる同社では、鶏を愛するという基本姿勢を持って仕事に臨む社員を採用。

会社員経験をしたことで“社員身分”を知った社長は、「社員は会社の財産だから、全

員、正社員雇用」を徹底する。産休育休も保障され、設備投資による効率化を図り、育

児期の女性の負担軽減を目的に“残業ゼロ”の体制を整備中。平成 23 年から男女とも

に管理職登用を実施。5 年毎の勤続表彰のほか、研修等を積極的に行い、社員の意欲や

自覚を促す機会を設けている。社長は、「会社の健全経営が社員の家庭や家族に好影響

となり、社会的責務を負う会社の一員として、会社や地域を盛り上げていけるようにな

れば」と、社員に期待を込める。 

 

１．法人の概要 

「採卵養鶏一筋、地域の仲間と共存、共

栄…安全・安心こそ卵の基本」の経営理念

を掲げる同社では、ブランド卵「ネッカエ

ッグ」シリーズを軸に、中山間転作作物の

エゴマや県産米を飼料にした「えごま玉子」

「米たまご」を生産。２0 万個／日の卵を、

自社配送にて、隣県の有力スーパー、県内

小売店、生協等に販売している。平成 26 年、

６次産業認定により、加工場と直売所を新

設。鶏卵加工品の自社製造販売を開始した。 

平成 23 年から男女の管理職登用開始。登

用された社員は、責任感が増し、仕事を把

握することにより、業務がスムーズに流れ

るという効果

が得られてい

る。 

スタッフ

57 名のうち、

30 名（内訳：

役員 4 名、正

社員 管理職

４名、一般職22

名）が女性。役員を除いた配属は、農場 2

名、GP センター13 名、配送 1 名、加工所

6 名、事務 4 名。配送を除いて、各部署に

女性管理職がいる。

 

新設された直売所・卵加工所の女性社員 

http://www.asahiegg.co.jp/about.html


   

２．育成から販売まで全行程で女性が活躍 

 
GP センターの様子 

 
加工場の女性管理職 

 

・農場担当２名（うち管理職１名） 

鶏の育成には「愛する気持ち」が不可欠。

人間の子育てのように、きめ細かな愛情を

持って、鶏の生育管理を行う。 

・GP センター15 名（役員 2 名、管理職２

名含む） 

全員女性。役員１名が部長となり、13 年

の経験を持つ課長、12 年の経験を持つ課長

補佐が、全体を取り仕切っている。 

・配送担当１名 

１年前に入社。自ら希望して配送担当と

なり、配送・営業、担当店舗の商品棚の管

理まで行う。 

・加工場７名（役員１名、管理職１名含む） 

社員は６次産業認定以降入社。管理職は、

商品開発、得意な商品ディスプレイを活か

して、直売所店頭販売も担当。 

・事務 5 名（役員１名含む） 

営業事務を除き、事務全般を女性が担当。 

３．女性が活躍できるポイント 

・女性管理職の登用で異なる視点を入れる 

 経験や適正を評価

し、管理職に登用する

ことで責任感と意欲

が向上。女性の視点に

よるアイディアを商

品化に活かす。 

・シフト制による完全週休２日制を実施 

日曜日は完全休業。シフト制による週休

二日制を確保している。 

・インターンシップや本人希望を活かす 

研修生を受け入れ、体験・関心を持った

人材を確保。生産・配送などの部署であっ

ても、本人希望と適性を配慮して配属する。 
 

４．法人が直面した課題や解決方法 

時間あたり倍の鶏卵処理能力を持つ機械

設備を導入し、効率性を上げることにより、

育児期の女性社員はもとより、全社員の残

業ゼロを目指す。 
 

５．女性たちの声・経営者の声 

＜男性経営者の声＞ 

「子育て中の社員が多いので、就業時間

内に仕事が終わる仕組みが必要。作業時間

を短縮できるように設備を一新している途

中だ」「女性は日頃から買い物をしていて、

10 個入りパックは多いから小量パックが

良いなど、消費者視点からの提言がある」 

＜女性役員（GP センター）の声＞ 

「チームワークが大事。仕事中に声を掛

け合って、一致団結して（皆で）まとまっ

て作業をしている」 

＜GP センター担当女性社員の声＞ 

「農業は特殊な分

野。他の業種にはない

達成感がある」「自分

達が生産した商品（卵）

を買ってもらって、美

味しいと言ってもら

えると嬉しい」 

配送担当の女性社員 

GP センター役員と社員 



   

長年勤務している女性社員 

地域雇用を重視し、女性が長く働ける 

職場づくりで地域貢献 
（平成 2７年 2 月現在） 

法 人 名  （株）山口園芸 

代表者名  代表取締役 栗本 浩 

所 在 地  〒798-3312 

愛媛県宇和島市津島町山財 4925 

資 本 金  ２，５００万円 

従 事 者  ８９名うち女性 37 名 

設 立 年  平成 8 年 

事業内容   花・野菜苗生産販売、培土・堆肥の製造 

販売 

ＵＲＬ   http://www.e-nae.co.jp/ 

キーワード 地元雇用、安全衛生委員会の設置、 

      女性の管理職登用 
 

□労務管理体制の整備や安全衛生委員会の設置で働きやすい職場に 

花・野菜苗の生産に女性が大きく貢献。地元雇用による地域貢献を念頭に置き、正

社員雇用を基本している。女性スタッフの平均年齢が 50 歳代であるため、介護等に

よる急な欠勤にも対応できる労務管理体制、安全衛生委員会の

設置による職場の働きやすさ推進等に努めている。 

また、有能な社員の管理職登用や産休・育休取得後の職場復

帰等も実現しており、女性の活躍、女性が働きやすい職場づく

りの推進に繋がっている。 
 

１．法人の概要 

平成 8 年に有限会社山口園芸を設立。こ

の頃、愛媛県南予地方の主要産業であった

真珠養殖事業が不況により大打撃を受け、

細かな手作業である真珠母貝への挿核作業

に長年携わってきた女性の熟練労働者が大

量に離職することになった。その受け皿と

なったのが山口園芸である。彼女たちはこ

れまでの経験を十分に活かして接ぎ木苗を

作る作業に携わることとなり、とても良い

苗ができ、会社も発展していった。 

平成 13 年の分社化を経て、平成 18 年か

ら接ぎ木苗生産自体はベルグアース(株)の

事業となり、山口園芸はベルグアース(株)

からの委託を受けて接ぎ木苗を育て出荷す

る部分を担当することとなった。その後、

培土や農産物生産販売等の新規事業も開始

している。 

創業当初から、

正社員雇用を基

本としており、

現在も旧津島町

や旧愛南町等の

地元出身正社員

が多い。地元雇

用による地域貢

献を念頭に置い

ている。スタッ

フ８９名のうち３７名（内訳：正社員３５

名、常勤パート２名）が女性である。常勤

パートの女性 2 名は短時間勤務（9 時から

15 時半）をしている。女性スタッフの平均

年齢は 50 歳代である。 

 

栗本浩社長と女性従業員 

ハウス内部 



   

数名のグループで作業計

画に基づき作業を遂行 

２．生産部門で女性が活躍 

・正社員及びパート社員 

  女性一般職正

社員のうち生産部

署に 32 名が配置

されており、接ぎ

木苗の育成事業に

約 9 割、花苗や葉

菜類（キャベツ、

ネギ等）苗の育成事業に約 1 割、農産物

生産事業に 1 名を配置している。培土製

造事業に携わっている女性はいない。 

  女性従業員の高齢化が進み、介護や孫

の子守等で欠勤する者も多いことから、

急な欠勤があった場合にも対応できる労

務管理体制作りに向けて、ここ 4 年ほど

取り組んでいる。具体的には、繁忙期を

カレンダーであらかじめ従業員に周知し、

従業員側が休みたい日を早めに知らせて

もらうようにした。また、一人しかでき

ない形の仕事を作らないようにしている。 

作業の指示は、

エリア（ハウスの

番号）ごとに行わ

れる。前日に決め

た作業の段取り

等を主任もしく

は主任代理が部

下に指示する。腰

痛の心配のある人を優先してベンチ作業

に配置している。また、女性たちが使いや

すい道具については女性の意見を尊重し、

積極的に採用している。 
 

３．女性が活躍できるポイント  

・安全衛生委員会の設置による環境改善 

  安全衛生委員会で職場の働きやすさに

ついて検討。作業を標準化・マニュアル

化してわかりやすくするとともに、ヒヤ

リハット防止にも努めている。ベースア

ップ等による処遇改善も進めている。 

・有能な女性社員を管理職に登用 

  リーダー的な存在で人柄も良い女性を

管理職として登用。その結果、彼女のいる

部署は明るく働きやすさが向上。このよう

な人物を適切に処遇することによって、働

きやすい職場作りの推進が図られている。 

・産休・育休取得後の職場復帰者の存在 

産休・育休制度の利用者がおり、職場復

帰した従業員がいる。社長自身、正社員時

代に社内結婚をし、妻は産休育休を取って

職場復帰し現在係長。会社としてそのよう

な働き方ができる仕組みを整備している。 
 

４．法人が直面した課題、解決方法 

・女性従業員の高齢化 

・女性視点をいかした経営企画等ができる

人材募集 
 

５．女性の声・経営者の声 

＜男性経営者＞ 

・商品開発や営業にも女性の視点が重要 

「女性の感性を活かした視点からの新商

品開発、顧客に対する提案型営業の必要性

を強く感じてきた。商品開発には、同じ消

費者の目線に立ったきめ細かい配慮が必

要。家庭菜園の苗を購入するのは女性が多

く、女性にとって魅力的な商品を作らなけ

れば、バイヤーや店舗はなかなか買ってく

れない。男性が商品を作ると、「誰に売る

つもりなのか」というような魅力のないも

のを作ってしまいがち。」 

・課題 

「女性は苗の変化に敏感で、苗の状態を察

知する能力に長けている。ただ、苗の生産

作業は農薬散布が頻繁にあるので、この点

がネックになる。」 

＜女性従業員＞ 

・「育てる」ことへの親和性 

 「生き物を育てていることをいつも意識

している。朝、苗に「おはよう」と声を

かけている」 

・女性同士の共通の理解 

「女性の多い職場で、

お互いに事情が分か

っている。役職者自身

も経験したことなの

で、女性の働き方に会

社の理解がある。」 

・課題 

「若い人が働きやすいように子供を預か

る施設があればずっと働けると思う」 

作業風景 



   

 

社長自らが女性農業者のロールモデルに 
（平成 2７年 2 月現在） 

法 人 名  （株）ニュウズ 

代表者名  代表取締役社長 土居裕子 

所 在 地  〒796-0305 

愛媛県西宇和郡伊方町河内 1448-1 

資 本 金  1,000 万円 

従 事 者  ２５名うち女性１７名 

設 立 年  昭和５３年 

事業内容   果樹の生産、直売、加工 

ＵＲＬ  http://www.news-mikan.com/ 

キーワード 全部門に女性を配置、一般企業並みの 

待遇、企業視点での農業経営 
 

□全部門に女性を配置し、女性の感性を活かす職場に 

 初代社長である裕子氏の父が、若者や女性の感性を活かす必要性を強く感じていた

ことから、55 歳で社長職を娘に譲り、裕子氏が社長に就任。社内の全部門に配属さ

れている女性スタッフは、積極的に意見を出し、業務の改善に貢献している。丁寧な

梱包や一言メッセージの工夫など、女性の心配りが随所にあり、消費者からの評価も

高まっている。 

□社長自らが若い女性農業者のロールモデルに 

社長も従業員も若いことから、社長自身が農業で働く若い

女性のロールモデルとなっており、産休・育休等の法定制度

の整備は勿論のこと、その利用を拡大することにより、従業

員の定着率を高めようと試みている。 
 

１．法人の概要 

昭和 53 年に父、門田治満氏（現、

Chairman）が果樹栽培の有限会社として設

立。「55 歳で社長職を若い世代に譲り、新

しい視点で会社を活性化させる」という父

の信念に基づき、平成 26 年 4 月から娘の

土居裕子氏が二代目社長に就任した。 

「常に前向きな農業経営を通して、将来

に希望が持てる新しい農業を確立し、環境

に優しい社会の発展に貢献する」ことを会

社の理念としている。若者や女性の感性を

取り入れた農業経営によって会社の発展を

目指す父の方針を引き継ぎ、裕子氏は若手

女性社長として奔走している。 

現在、４つの部門（①生産部、②出荷部、

③通販部、④ショップ部）を設置し、いず

れの部門にも女性を配属。平成 25 年 9 月

には、台湾で現地法人を設立し、台湾への

輸出を開始した。観光農園や消費者との交

流イベント、園地見学会も積極的に実施し

ている。 

販路は、通信販売（カタログ、インター

ネット）、店頭ショップ、生協、スーパー、

コンビニで、今後は、店頭ショップでの販

売の割合をさらに増やしたいと考えている。 

スタッフ２５名のうち１７名（内訳：役

員２名、正社員５名、常勤パート７名、外

国人実習生３名）が女性である。 

 
    直売店       店内の様子 

 

代表取締役社長 土居裕子氏 

ニュウズの「いよかん」 



   

２．生産から販売まで女性が活躍 

・役員 

  大学で経営学を学んだ裕子氏は平成

19 年 3 月の卒業と同時に実家に戻り、２

～３年生産現場で働いた後、通販を担当。

父は、裕子氏が早い段階から会社経営に

関われるようにし、自由に意見が述べら

れるような場を積極的に与えた。それに

ならい、女性スタッフもどんどん意見を

述べるようになった。裕子氏の母は経理

担当かつショップの責任者を務めている。 

・正社員 

  生産部門に

は、農学部出身

の 20 代女性

（愛知県出身）

がおり、現在、

管理職として

活躍している。

また、出荷にも女性社員が関わっており、

常勤パート 4 名とともに、通信販売、生

協、コンビニへの商品提案や選果・箱詰

を担当。機械任せにしないで、必ず人の

手を加え、顧客に応じて梱包方法をカス

タマイズしている。企業向けの営業は、

専務（裕子氏の夫）の担当だが、その資

料の作成も彼女たちの仕事である。 

・パート社員 

売り方や規格変更、DM 作成、ショップ

内のレイアウトなどに女性の視点からの

提案をしてもらっている。通信販売用のカ

タログ等は女性スタッフの意見やアイデ

ィアを取り入れながら作成している。通販

の場合には、メッセージカードを添える等

のちょっとした気遣いを添えている。 
 

 
女性視点のカタログ作り 人気のソフトクリーム 

３．女性が活躍できるポイント  

・経営体内での女性の配置 

  生産部門を含め応募は女性の方が多い。

男女それぞれの得意な分野を活かせるよ

うな人員配置を心がけ、全部門に女性を

配置。同時に、下からの意見出しが円滑

にできるよう、職場の風通しをよくして

いる。 

・一般企業並みの待遇を目指す 

  社員満足が顧客満足に繋がると考え、就

業規則を整備し、労働条件を可能な限り他

産業並みにして、残業手当、賞与も支給。

社員研修を実施し人材育成を図っている。 

・女性自身の働き方への理解 

出産・育児・家族の急病等で職場を離れ

ることの多い女性の働き方に理解を示し、

仕事の抱え込みをなくして部門内の他の

スタッフが代替できる体制作りを推進。 
 

４．法人が直面した課題や解決方法 

・繁閑ギャップから生じる売上のばらつき 

・柑橘が少ない時期の仕事づくり 
 
 

５．女性経営者の声 

・女性の強みや得意な部分を活かす 

 「作業の準備や後片付けは女性の方が長

けている。女性は作業の効率化を大切に

する傾向がある」。「女性の視点で箱詰め

作業を行う。こういうものが届いたら嫌

だなということに気付くことができる」

「ちょっとした気配り、心配りは女性の

方が得意。購入の決定権は女性が握って

いることが多い。女性の好みに合ったも

のを提案するのは女性の方が得意」、「部

門ミーティングでは女性が多く発言する。

女性は様々な視点から考えることが多い」 

・女性スタッフを配置した効果 

「お客様アンケートを見ても、女性スタッ

フが増えて以降、対応が良くなったことが

読み取れる」 

・仕事と育児の両立ができる環境づくりへ 

「出産や育児で休暇を取得したのが（この

会社で自分が）初めてだった。現在、若い

従業員が多く、長く勤務してもらいたいの

で、今後も様々な制度の導入を検討して、

利用に繋がるようにしたい」「仕事と育児

の両立等について相談する場があると良

い」 

生産部のスタッフ 



   

七島農産社長の

満好さんと 

キャベツの作付ほ場 

「元気でうまいお米」を相手に伝えるため、 

農産物検査員資格を取り、販路拡大に取組む 
（平成 27 年２月現在） 

法 人 名  （有）七島農産 

代 表 者  代表取締役 七島 満好 

所 在 地  〒８４５-００２２ 

佐賀県小城市三日月町久米１２４３ 

資 本 金  300 万円          

従 事 者  ９名うち女性３名、アルバイト 

売 上 高  4,760 万円 

設 立 年  平成１７年１月          

事業内容   水稲（特別栽培米）・麦・大豆・野菜（キ

ャベツ）生産、作業受託、農産物検査 

Ｕ Ｒ Ｌ  http://nanasimanousan.net/ 

キーワード 資格取得、特別栽培米、販路拡大    
 

□法人化に備えてスキルと資格を取得 

実家が農家の和美さんは、米の生産・販売をしている七島満好さんと平成９年に結婚。

子育てをしながら、簿記を勉強し経理を担当した。自然食品、生協、個人客に向けて「七

島農産新聞」を毎月手作りで発行。レイアウトなど良い勉強になった。今も、HP やブ

ログの情報発信に役立っている。満好さんが平成 16 年に米の検査員資格を取った１年

後、和美さんも九州農政局佐賀農政事務所に４０日間通って米の検査員資格を取得。検

査員が２人いるため、「登録検査機関」として農水省に認められ、会社のお米以外に近

隣の生産者のお米も検査もでき、農産物検査収入を得ることも可能となった。 

□「良質のお米」の意味を実需者・消費者に伝える説明力とフットワーク 

平成１７年に会社設立。和美さんは、結婚後、給料制をとっていた七

島家のもと１００万円を貯めて会社設立時に出資できた。夫の満好さん

は社長となり、栽培の中心。妻の和美さんは取締役専務となり、営業・

広報・事務担当と分担。農産物検査員資格を活かし、特別栽培米の意味

や品種毎の特徴、土壌や有機肥料によって味の違うことなどをきちんと

実需者や消費者に説明でき、販路は拡大した。「出口あってこその生産」

と和美さんは、販売先確保⇒拡大⇒加工業者との６次化など会社の発展

を担っている。 
 

１．法人の概要 

（１）「うまい」「おいしい」といわれる米「元

気な米」づくりを目指す。 

黒くほかほかな「自慢の土壌」に栽培期間

中無農薬・無化学肥料でつくる七島農産の米

を、自分たちがよく知り尽くした上で実需者

や消費者に伝えることが基本。 

九州の「米人」と言われる七島満好社長。

その妻和美さんは、取締役専務。ほかの役員

は、父・母。正社員男性３名、常勤パート男

性１名、女性１名、アルバイト男性２名、女

性３名。正社員は農の雇用事業を活用。将来

の重要な人材として育てている。女性のパー

ト、アルバイトは、和美さんのママ友だ。 

売上げは、法人設立時が 3,250 万円、５

年前が 4,080 万円、平成 25 年が 4,760

万円と右肩上がり。 

こだわりの米作りでは、さがびより、夢し

ずく、にこまる、コシヒカ

リ、ヒヨクモチ、山田錦な

ど。119 カ所の田、無農

薬・無化学肥料で栽培、

さがびよりの反収は 5 か

ら６俵とあまり高くない。 

取締役専務 七島 和美さん 
 



   

収穫したキャベツ 

検査に使う器具 

さがびより 5kg 

七島和美専務 

・経営規模 水田 30ha（冬場はキャベツ

10ha）麦・大豆作業受託 20ha、米収穫

作業受託 30ha 

・キャベツの出荷調製台の

工夫、社員の使用するカ

ッターなど道具の保管

管理、休憩室の設置など

作業環境に配慮。 

・社員の個々の意欲向上とお互いの作業内容

の共有のため、ミーティングや出荷目標達

成状況表の掲示などに工夫。 
 

２．総務・営業、出荷調整で女性が活躍 

専務の和美さんは、会社の総務担当として、

経理、従業員の管理、職場環境の改善のほか、

情報発信、営業販売を担当している。 

常勤パートの女性は、注文受付、配達、荷

づくり、請求書作成などを担当。アルバイト

の女性３人は、キャベツの出荷調整を担当。 
 

３．女性活躍のポイント 

（１）家族が積極的に研修や資格取得に送り

出してくれたこと 

子ども３人を家において、

簿記や農産物検査員資格

の勉強が出来たことが、今

の活躍に活きている。 

（２）広報・販売担当女性役員としてお勧め

できる良い「商品」があること 

佐賀県だけの固有品種の

「さがびより」は、生産農家

を登録制として栽培と調整に

注意が必要なお米だ。25 年

産さがびよりは、日本穀物検

定協会が行っている米の食

味ランキングで最高の「特 A」

評価を４年連続受賞。七島農産のさがびよ

りは、三日月町のふるさと納税で佐賀牛に

次いで二番人気となっている。つやがあり

味もしっかりと存在感のあるお米だ。 

（３）イベント、商談、交流会に地元から全

国まで積極的に参加できること 

関東で開催のトレードショーや関西、九

州、地元と積極的にイベント等に出展。ス

ーパーの産直コーナーやお米の味で勝負

する土鍋で炊く和食店など飲食店にも販

路を広げる。学校給食、生協、社員食堂、

直売所、通販など販路の広がりはすばらし

いものがある。 

（４）処遇の確保 

いい人材を確保するためには、地元の一

般企業並の処遇にしないとならないと思

う。農業法人に勤めつつ家族が生活できる

ようにしないとならない。 
 

４．法人が直面した課題や解決方法 

・従業員の高齢化への対応は、機械や施設の

投資を拡大するのではなく、仕事の効率を

上げて利益率を高めたい。 

・高齢化の進む中で、農地は集まるが、規模

拡大よりも経営の内容を充実したい。 
 

５．女性たちの声・経営者の声 

〈女性経営者の声〉  

・女性社員は大事だ。

当法人は食べ物

を作っている会

社であり、消費者

としての声を反

映しないとなら

ない。女性は消費

者としての視点を

持っている。 

・女性は作業の段取りが良い。 

・農業の会社はマルチにならないとダメだ。

米の消費減少、米の価格低下が続く中で、 

自分の会社の米価を下げないようにして

いくことが重要。そのため、生産後の調整、

検査員としての専門性、販路、HP、ブロ

グ、簿記と経営管理のどれが欠けてもうま

くいかない。 

・社員とともに会社を発展させていくために

は、企業倫理の共有と先を見て前向きにな

れるような勉強をすることが重要。若いう

ちからの従業員教育が大事だ。 



   

250 頭入りの豚舎 

会社の理念を掲げて 

特長のある養豚飼育方法と資質の高い社員を 

確保し、農場毎の考えを尊重する会社 
（平成 27 年 2 月現在） 

法 人 名  セブンフーズ（株） 

代 表 者  代表取締役 前田 佳良子 

所 在 地  〒８６９－１２０２ 

熊本県菊池市旭志麓迎原 2105 

資 本 金  2,200 万円 

従 事 者  ７9 名うち女性１１名 

売 上 高  16 億 6 千万円 

設 立 年  平成４年９月          

事業内容   養豚、露地野菜、産業廃棄物処分業 

Ｕ Ｒ Ｌ  http://www14.ocn.ne.jp/～sebenfoo/ 

キーワード 入社試験、社員教育、ワークライフバランス 
 

□生業の養豚を規模拡大方向に舵をきり、新技術や新システムを次々導入して清潔な飼

育環境を実現 

愛情飼育「アニマルウェルフェア」を基本に、フリーストール

豚舎、昇降式分娩ゲージ、妊娠豚用センサー式給餌システム等を

導入し、バイオベット（発酵床）で育てる「セブンシステム式農

場」（平成 18 年特許取得）で、エコフィード飼料も活用した良質

肉の生産出荷を拡大。効率的な作業環境で働き、周囲への臭いも

非常に少ない。 

□資質の高い社員を確保し人材育成を重視、ワークライフバランス

社員（短時間正社員制度）を新設   

社員の採用は、専門性だけでなく意欲と人物を見極めて行ってい

る。社員募集をすると 100 人以上会社説明会に来るが、３次面接

まで通った者に農場に入ってもらうと、豚との相性がわかる。最終

的には４次面接を経て採用し、女性は一般職の１割。社員は各農場

に配属され、農場長のもとで仕事を覚える。しかし、これまで、仕

事を覚えた女性社員が出産後、育児があるためフル勤務が出来ず結

局正社員を退職し、パートでの勤務となり、時間給となったため、

給料が下がってしまった。そこで、今後は、育児・介護はじめ様々な制約によって就業

の継続がむずかしかった男女の就業継続が可能となるよう、社会保険労務士の指導を受

けて「短時間正社員制度」を 27 年度から導入する。 
 

１．法人の概要 

（１）セブンフーズ式農業を通じて環境保全

および地域に貢献 

父が養豚経営を 100 頭から開始。現在は、

母豚 2,000 頭、肥育豚 2 万 3 千頭の経営に

発展、旭志農場、大津第一農場など６農場で

飼育。また、自家配合施設、液体飼料工場、

オガコ製造舎、自作耕作地がある。 

役職員総数 79 名（うち女性 11 名、14%）

と大きな雇用力を持つ。 

・役員：7 名中男性 4 名，女性３名 

・正職員管理職：管理職男性７名、 

・一般職 45 名中男性４１名、女性 4 名 

・常勤パート 20 名中男性 16 名、女性 4 名 
 

農場毎に農場長を置き、農場長が集まり前

田社長、合志専務、田嶋本部長と徹底的に議

論し、方針決定している。社員の平均年齢は

28歳、農場長は、28～36歳と若い会社だ。 

 

前田社長と交配担当の本山さん 

 



   

農場の外観 

食品資源の循環ループを構築。大手食品メ

ーカー、弁当工場から毎日新鮮な食品残渣を

収集し、再資源化し、エコフイードﾞとして

利用、一方は堆肥として利用し自家畑で野菜

生産を行っている。 
 

２．交配・分娩担当で女性が活躍 

 前田社長は、飼育以外の業務全般、女性社

員は、交配・分娩を主として担当している。 
 

３．女性活躍のポイント 

（１）女性の特性を見抜いた農場の配属と職

員相互の協力体制 

女性は肥育よりも繁殖部門の母豚を扱う

方に適正がある。そのため、母豚のいる農場

に、職員 10 名中女性を 3 名配置し、交配・

分娩を担当させている。重いものは、男性職

員が持つなど、女性が体力的に弱い部分は、

農場単位でカバーし合っている。 

（２）女性・男性それぞれの休憩室、シャワ

ールーム、ロッカーの完備 

夏場の汗や汚れた時に洗い流せるシャワ

ー付きロッカールームを男女ともに整備。休

憩室でくつろぐことも出来る。 

 
ロッカールーム     休憩室 

（３）女性社長との親近感を持てること 

前田社長は、毎週火曜日と水曜日に一作業

員として農場に入る。そうすることで、社員

の考えや社員がいきいきと働いている様子

がわかる。「彼らの笑顔を守っていく」との

意欲がわいてくる。 

（４）ワークライフバランスを重視 

養豚は 365 日休む日がない。ローテーシ

ョンで仕事を回している。以前、残業が続い

たため、ノー残業デーを導入した。これは大

きな意識改革だった。遅くまで仕事をする人

がよく働く人とみられる傾向があったが、今

は、段取りよく準備し効率的に仕事ができる

人が良いとの意識に変わってきた。 
 

4．法人が直面した課題や解決方法 

 当初は土地の確保に苦労した。その後、実

際の農場をきちんと運営していくことで、信

用ができた。 
 

５．女性たちの声・経営者の声 

〈女性経営者の声〉  

・優秀な女性社員が安心し 

て長く働ける職場作り 

をしていきたい。 

・女性社員のキャリアアッ 

プとして、肥育・交配・ 

総務企画などいろいろ 

な部署を経験し、部下を

持つジェネラリスト的な方向と専門性を

高めるスペシャリスト的な方向とあるの

で、本人の意向を踏まえつつ、伸ばしてい

きたい。 

〈女性社員の声〉 

教育学部卒業後入社２年目本山翔子さん。 

・交配をメインに担当。

日々先輩に教えてもら

いながら働いている。

交配がこけると全部が

ダメになるという重要

な部署だ。つまり受胎

率が落ちると子豚の頭数が減り結局肥育

豚の出荷量が減るという、会社の経営にと

って重要な影響のある部門なのだ。 

・１０年後の自分の目標は、繁殖の後、肥育

を経験し、管理の仕事も経験してからステ

ージを上げて再度交配部門の仕事をやり

たい。将来は会社全体がわかるような仕事

をしたい。 

・就職先を考えるとき女性社長がいる会社な

ので魅力的だった。ワークライフバランス

も考えてくれている。 
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