
   

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。 




