
   

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。 
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