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農村女性起業の組織的展開に関する考察
一一「古座川ゆず平井の里Jを事例に一一

原珠里*・堀田和彦*

要約:農業における六次産業化は，中山間地を中心にその重要性を高めている。全国の六次産業化の

事例の中には，農村女性起業が母体となっているものが少なくない。農村女性起業は 1992年の「農

山漁村女性に関する中長期ビジョン」以降，施策として振興されその数を増加させてきた。しかし，

農村女性起業と地域社会との関係をどうするか，世代交代をいかに行うか，そして主体が女性である

ことにどのような意味づけをし得るかといったことが課題となって来ている。本稿では，農村女性起

業からはじまり農事組合法人として六次産業化事業を成功させている「古座川ゆず平井の里」の事例

から，地域社会との関係を深める形での組織再編，組織再編を契機とした世代交代，商品化当時の味

を守ることによる先駆者の技術の継承と女性の組織内役割分担などの要因が，農村女性起業のもつ課

題を解決する形でこの組織再編を成功させたことを明らかにする。

キーワード'農村女性起業，六次産業化，世代交代，組織編成，女性役割

1. はじめに

農山漁村における六次産業化とは，周知のよう

に農産物の生産という第 1次産業にとどまらず，

加工や販売，サービス業といった，第2次産業，

第3次産業にまで踏み込むことにより，農村に新

たな価値を生み出し就業機会を創出する事業活動

と位置づけられる。農業生産の環境が厳しくなっ

てきている現状にあって，このような事業活動は

ますますその重要性を高めている。 2010年に「地

域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創

出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法

律J(六次産業化・地産地消法)が公布され，農林

水産省においてもその創出と育成に力をいれてお

り，事業計画の認定の他，パンフレットの作成や

優良事例の紹介などを実施している。

全国に分布する優良事例の中には，農村女性起

業として出発した事例が少なくない。農村女性起

業は， 1992年の「農山漁村女性に関する中長期

ビジョン」以降，農業に関わる女性関連の施策の

大きな柱として推進されてきた。生活改善グルー

.東京農業大学国際食料情報学部

プや農協女性部などのグループを母体として農産

加工や直売， レストランなどの事業に取り組んで

きた女性達の活動である。農村女性起業がそのま

ま六次産業化の優良事例として取り上げられてい

る場合もあるが，農村女性起業からスタートした

事業がより多くの人々をまきこんだ組織として再

編されることを通じて，地域の六次産業化事例と

して評価されている場合もある。本稿では，その

ような事例の一つで、ある「古座川ゆず平井の里」

をとりあげ，農村女性起業が地域社会における六

次産業化事業として位置付き展開するにいたった

組織的要因を明らかにすることを目的としてい

る。

和歌山県古座川町の「古座川ゆず平井の里」は，

当地で生産されるゆずを原料とした加工と販売を

中心に展開する農事組合法人であり， 1億円を超

える売り上げを誇る。古座川町は，人口 3，426人，

高齢化率44.7%の山間の町であり(平成 17年国勢

調査)，就業機会の少ない中山間地に立地する事

業として，法人の活動は注目を集めている。現在

の農事組合法人は，農業生産法人の資格も取り，

農業生産から一次加工，二次加工，販売という事



30 農村研究第 118号 (2014)

業を一体化していることから優良な六次産業化事

例とされるだけでなく，集落のほぼ全戸の出資を

得て開始された法人であるという点からは，集落

営農による六次産業化という捉え方をすることも

できる。いずれにしても集落ぐるみの事業の成功

例として評価されうるものである。一方，この法

人は当初はゆず生産組合の「婦人部」から出発し

たという履歴をもっ。いわば，農村女性起業から

出発した六次産業化事例である。

本稿では，全国に数多い農村女性起業を母体と

した六次産業化事例のーっとしての「古座川ゆず

平井の里」が，地域社会全体をまきこんだ組織と

して再編成される過程を通じて，農村女性起業が

もっとされる弱点や課題を如何に克服しさらに

事業展開をすることができたのかについて明らか

にしたい。ここでは，すでに指摘されてきた，商

品の特徴，贈答品を中心とした商品化と販路開拓，

ノfッケージの工夫，関係機関の支援などに加え(堀

田. 2012). それらを支える組織的しくみ，社会的

要因について検討していく。

n. 農村女性起業の発展と課題

本節では，まず農村女性起業の発展の概略と

その課題に関する研究についてまとめておく。

農村女性起業という言葉は， 1992年の「農山漁

村女性に関する中長期ビジョン」で初めて使われ

たものであり(女性に関するビジョン研究会編.1992)， 

その推進が施策として行われるようになった。そ

れ以前にも農家の主婦が農産加工を行い，イベン

ト等で販売することはまれではなかったが，それ

を新しい言葉によって表現することで新たな位置

づけと評価を与えたものだとされる。農村女性起

業は農家の女性の「エンパワーメント」に寄与す

るものとされ，家族農業経営に従事していてもそ

の貢献が経済的に評価されずにいた女性たちの

「小遣い稼ぎjとしてまず評価されるようになる。

自分の口座に自分で使うことのできるお金が振り

込まれるということが，女性たちに与えた影響は

大きい(鶴， 2007)。活動の当初は，妻が起業活動

に従事することによって家族経営や家事に費やす

労働時聞が減少することから反対していた農業経

営主な農産物直売や加工品販売からの手取り収

入が増加していく中で，妻の活動を評価し農産

物の運搬などに協力するようになったという事例

も多く聞かれる。

業明期の農村女性起業の調査を実施した岩崎・

宮城(地域社会計画センター. 1994)は，女性起業の

意義として，女性の収入の確保の他，生活技術の

伝承・発展，農山漁村資源の活用，農林水産業の

振興，地域特産品づくり，ネットワーク形成など

を整理し個人的な意義と共に社会関係の視点か

ら見た役割の重要性を指摘した。また農村女性起

業活動をする目的は個人により異なるが，おおま

かな分類として「ビジネス指向jと「志し指向」

をあげた(宮城. 1996)。前者は字句通りビジネス

としての展開を指向し，利潤の増大を目指す女性

あるいはグループであり，より企業的なマネジメ

ントや販路開拓の努力を通じて経営的な発展を目

標としてきた。それに対して後者は，美味しい野

菜や加工品の提供，地域食文化の継承などの活動

自体に意義を認め，あくまで家族農業経営の障害

にならない程度の活動として展開されてきた。こ

れらの指向の差の存在により， 目的に適合的な女

性起業の評価指標が必要であるとされ，そのため

の手法などが開発されてきている(農村生活総合

研究センター.2004)。

農村女性起業はその後増加しそれでもその

50%以上が年間販売額 300万円未満の零細なもの

であることや，グループによる起業の比率が高い

ものの個人起業比率が次第に高くなってきている

ことなどが，確認されている1)。新たな段階を迎

えた農村女性起業については，以下のような課題

が重要であると考えられる。

まずーっ目は地域社会との関係についてであ

る。女性起業と地域社会との関わりは，当初多く

聞かれた相魁という側面と共に，相互補完的な面

をもっており，それを強調する立場として，農村

女性起業の社会的企業としての発展に可能性を見

出す議論(津野.2012など)がある。高齢者の給

食や介護等の福祉的事業の担い手として，農村女
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性起業に期待するものである。女性起業の中には

地域社会への貢献として，不採算部門である福祉

的な事業を行っている事例もある。農村女性起業

の「志し指向jと地域社会への貢献はもともと強

い親和性をもつが，このような利益の出にくい活

動を女性たちに期待することに関しては，ジ、エン

ダ一公正の観点から問題があるとも考えられる。

第二に，世代交代をいかに行うかという問題で

ある。多くの農村女性起業が生活改善グループや

農協女性部などの主として同年代の女性のグルー

プにより起業されたことから，これらの活動を次

世代に受け継ぐ方法が模索されている(岩崎・宮城，

2001)。撞谷 (2007)は.60歳代以上の高年層と比

較すると 40歳代.50歳代の壮年層は農外就業を

中，心としたライフコースをたどっていることか

ら，高年層は既存組織のリーダーとして起業を始

めるのに対して，壮年層では起業動機をもっ人が

自ら関係機関の支援を求める事例が多いことを指

摘し壮年層の人材発掘が今後の重要な課題であ

るとする。

そして第三の論点として，農村女性起業の担い

手の「性別」についてどう考えるのか. I女性性」

をどう捉えるのかという問題を挙げることができ

る。上述のように，農村女性起業の施策的な振興

は，位置づけや評価の暖昧な農家の女性の労働に

経済的な光を当てる側面があった。そして，それ

を農産加工や直売という従来女性の得意分野とさ

れてきた内容で実施したことには戦略的な意義も

あったといえる。しかしそれでも尚，農産加工

(料理)や直売(販売)といった女性役割への新た

な固定であるとの批判的な見方もあり得る(原・

大内.2012)。また，個人起業が増加している背景

の分析から「農村女性起業」というように主体を

女性に限定する意味が薄れてきているのではない

かとの指摘もある(原.2009)。そのほか，主体の

性別に注目した議論として，以下のような研究蓄

積がある。まず，中道 (2008)は，経済的に成功

した農村女性起業が男性を主体としたビジネスに

転換していく事例を批判的に考察している。女性

たちが導いた事業を，より包括的に発展させるた

めとはいえ，男性， しかも外部の男性にマネージ

を譲るという事例に対する否定的評価である。宮

城 (2007)も「中長期ピジョン」から 13年後に女

性起業について総括する中で，経済的規模がある

程度大きくなった途端に，男性が責任者となり女

性が働き手だけになってしまう事例がみられるこ

とを不安な現象として指摘している。一方，起業

の担い手が「女性」であることがもっ意味につい

ての分析もある。秋津 (2007)は，地域資源の利

用という点に着目して. 1ターン者としての位置

づけをもっ農村女性が，男性とは異なり地域資源

へのアクセス権を持たないために逆にもつことの

できる有利性を論じている。また西山 (2012)は，

女性たちが持つ地域の境界を乗り越える価値観が

都市住民も含めた共感をよび，男性もとりこんだ

事業として展開している起業の展開を跡づけてい

る。

次節以降では，農村女性起業の流れをくむ六次

産業化事例の一つである「古座川ゆず平井の里」

が，その事業展開や組織的な再編の過程で，上述

の3つの農村女性起業の課題をどのように解決し

て来たのかを中心に考察したい。

III. 古座川ゆず平井の里の事業展開

はじめに農事組合法人「古座川ゆず平井の里」

の事業展開を概観しておく。

古座川町平井地区は水田面積も少なく，かつて

の主な産業は林業が中心であった。国産木材価格

の低迷から林業は低迷し，それに変わる産業とし

て水田の転作田や山間急傾斜地で、も栽培が可能な

ゆず生産が 1970代より本格化する。 1976年には

「古座川柚子生産組合」が結成されている2)。栽培

面積の増加もあり，ゆずの生産量は増加し. 1982 

年から搾汁・販売事業を農協に委託するなか，

1983年には平井集落に搾汁加工場を建設するな

ど，ゆずの生産，加工，販売は順調にスタートし

た。しかしゅず等の香酸かんきつ類の全国にお

ける生産量は拡大し. 1987年の大豊作を機に大

暴落となる。このような状況の中，収穫期 (10月

-12月)のゆず加工場付近に山のように積まれた
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絞りかすの再利用を目的に，意欲を持って立ち上

がったのが「古座川ゆず平井婦人部J(以下婦人

部)である。1985年，女性 20人で結成された婦

人部は農協から果汁とゆず皮を購入し二次加工を

行う組織として商品開発や販路開拓に努力を重

ね，成長を遂げることになる。

しかしこれらの加工事業は当時まだ集落内の

一部の活動に過ぎず，多くの生産者の主な出荷先

は農協であった。1996年ゆずが全国的な不作とな

り，農協は多くの取引先を失い，以後販売不振も

続き 1999年には買取価格も急落，翌年には買取

量も制限された。これを機にゆず産地の危機的状

況を乗り切るべく，町普及センター，試験場，農

協等により「ゆず対策協議会」が設立した。2002

年には農協に委託していた搾汁・販売事業を生産

組合でおこなうことが決定し，婦人部が行ってい

た加工事業を拡充する形で平井集落の農業従事者

62人の出資により， 2004年農事組合法人「古座

川ゆず平井の里」がスタートすることになる。こ

れら組織の立ち上げと平行し新山村振興等農林漁、

業特別対策事業を導入し新加工場等の建設も進

められている。

このように当初婦人部を中心として行われたゆ

ずの加工・販売事業は集落全体のゆず生産の核と

なる事業として成長を遂げることになる。2006

年時点でのゆず加工品の販売額は l億円を突破

万円 14000

12000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 。

しその後いったん減少したものの再度増加に転

じ (図1)，ゆず加工量，買取価格も上昇し，ゆず

生産農家の安定経営にも寄与している。

「古座川ゆず平井の里」の事業概要はこのよう

にゆずを中心とする加工・販売事業であるが，そ

の商品開発，販売の仕組みは多くの中山間地域も

参考となるようなユニークなものと言えよう 。ま

わりに観光施設や直売所もない辺境の地であるこ

の地域では当初から販売のターゲットを集落内の

住人あるいは古座川町出身の住人に絞り ，彼らの

ギフト商材として，ゆず加工品を開発している (図

2)。昔から様々なゆずの加工品を日常生活の中で

生産していた女性達は，その知識を活用し，多く

の商品を開発している。旧知の知人・隣人に心を

込めて届ける意識で開発されたゆず加工品は原料

を厳選し，農家の日常の中で手に入る原料をふん

だんに使い，婦人部の中で試行錯誤を繰り返しな

がら開発されている (図3)。

それは結果として，ゆず加工品の味覚を熟知し

た最終実需者である女性達によって認められた本

当のおいしさの伝わる心のこもった商品として開

発が進めれる事になる。また，地元のゆずを中心

に生産されたこのような商品群は地域の住人およ

び古座川町出身で都会で働いている住人の自慢で

あり，誇りとなり，古里を想う心をくすぐるギフ

ト商品として順調に販売が広がり，そのおいしさ

図 1 ユズ加工品の年問販売額推移

(tH所)法人資料により作成

(i主)2∞3年は婦人部のみの販売額



農村女性起業の組織的展開に関する考察 33 

厳U鳴然環境，

市場環境:販路

情報ゼロの状態

未利用資源

としての

ゆず残漬物の

存在

婦人達の手作り
のゆず加工品に

対する高評価

ゆず加工によ

る副収入の

{確保

j及協によるゆず

出荷の破綻:危

機的状況

近隣住民への

ギフト商材とし

てのゆず加工

の開始

理念・目標
の初期段階

ゆずを後沢;こ使い，心の之もった手作りのゆず

加工品を，親しp知人・隣人に提供する 理念・目標

の確立段階

図 2 古座川ゆず平井の皇の目標・理念の形成過程

(出所)著者作成

がまた口こみで評判となり，販売の拡張を促す結

果となっている。このようにして生産-販売され

ていったゆず加工品はスター ト当初から売り先・

販売量の明確なギフト商品の注文に応える形で生

産が行われるという好循環の生産・販売システム

によって成長を遂げ，大きな借金も抱えることな

く拡大を遂げたのである。多くの中山間地域が開

発した農産加工品をどこに売るか，だれに売るか，

販売が安定するまでの回転資金をどうするかに悩

みを抱えてる実態を考えると， I古座川ゆず平井

の里」のこの事業展開はまさに理想的ということ

ができょう 。

N， 農村女性起業としての婦人部の特徴

本節では，前節で概観したように農事組合法人

の母体であった婦人部が， どのような特徴を持つ

組織であったのかを検討する。

1985年の婦人部結成当時，ゆず農家の主婦た

ちは農業改良普及センターの指導で，ジャムや

マーマレードの作り方を学んで、いた。発起人であ

り結成から解散まで代表を務めた T氏の呼びか

けに賛同した 20名の「古座川柚子生産組合」組

合員の主婦たちにより，婦人部は結成された。当

時，生産組合員は 74名でそのうち 40名が平井集

落の居住であった。またゆず生産面積の 20haの

うち約半分は集落内の農地であった。このように

「古座川柚子生産組合jに占める平井集落の比重

は高かったといえよう 。

ゆずの皮などの有効利用に関する議論の結果，

ジャムとマーマレードをつくることになるカ{ 10 

月から 12月のゆずの収穫期は女性たちも昼は収

穫作業に追われており，加工場を借りて，夜，加

工作業を行なうこととなった。一人 I万円を出資

して，ガスコンロ二つ， 50cmのステンレス鍋二

つを購入した他，材料であるゆず酢 5合ずつを持

ち寄り，瓶などの資材については役場に半額を補
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今年の掬発

予定商品の .

決定

出、l... 既存岡商品
の入手，特徴

の抱握

i 〉

。
新商品の完成

図 3 新商品の開発プロセス

(出所)著者作成

助してもらった。そのほか必要なものはそれぞれ

が持ち寄って，毎晩 11時過ぎまで 1ヶ月あまり

加工作業を行った結果， 7，000本のジャム，マー

マレードができあがった。売る当てもなかったこ

とから，それぞれが可能な範囲で購入し親戚や

物産庖，温泉旅館などに販売した。その結果， 1 

年で完売し 130万円の売り上げがあったという 。

当初の約束通り，利益は均等に分配した。その後，

ゆずジュースなどの新商品も開発し， 4品の詰め

合わせをつくったところ，驚くほど売れるように

なか前節でみたように次第に婦人部のゆず製品

は地域の物産として認知されるようになる。その

後も大根おろしのはいったゆずドレッシング，ゆ

ずのゼリーやシャーベット，サツマイモのツルの

佃煮，ゆず味噌なとギの商品開発を行った。それぞ

れが簡単に商品化されたわけではなく，一つ一つ

が試行錯誤の結果として誕生したものであった。

商品については，全員がよいというまでそれぞ、れ

が家で何ヶ月も試作を重ね，家族や近所の人にも

食べてもらった末に決定したという 。

このように，婦人部のメンバー達は当初より製

品の販売先や収益に対して具体的な展望や高い目

標をもっていたわけではないが，収穫期にも関わ

らず加工作業に励み，出資や材料の持ち出しを自

ら行い，妥協の無い商品開発を行うなど，ビジネ

スとしての取り組みであったことがうかがえる。

一方，当時の平井のゆず農家の主婦たちのうち，

醤油や味噌造りを主におこなっていたグループは

「平井生活改善友の会J(以下，友の会)として組

織され，二手に分かれることとなる。友の会は収

益を求める訳ではなく，また時間的にも多くを割

けない状況にあった女性達を中心として組織され

ていた。平井の女性の活動はこの時点から， ビジ

ネス指向の婦人部と志し指向の友の会に分かれた

ということができる。
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V. 農事組合法人の組織編成と地域社会

次に，地域社会との関係から 2004年の農事組

合法人設立の経緯と組織の特色を検討したい。

まず集落の概況であるが，平井集落は古座川町

の中でも山間部に位置しており，町の中心部から

さらに古座川の 30キロ上流にある。総戸数83戸，

人口 156人で，農家戸数は 42戸である (1農事組

合法人古座川ゆず平井の里」より)。集落(区)組

織は上下に分かれており，祭の準備は毎年交代し

て実施している。人口減少が続く中で，かつては

存在した青年会，婦人会はすでになくなっており，

老人会のみが存続している。老人会では年に l回

の慰労会の他，神社や墓地の清掃作業をおこなっ

ている。その他の重要な組織として平井には集落

全戸が加入する「平井保郷会Jという区有林の管

理団体がある。林業を中心に発展してきた地域の

1.500haの区有林の手入れと切り出しを行ってき

た。毎年，植林木の販売により経営され，道路の

分担金，電話やテレビをひく施設整備のための分

担金，高齢者医療や高校生の学費・奨学資金など

もこの利益からまかなってきた。

このような集落にあって，上述のように 1996

年のゆずの価格暴落によりゆず栽培を断念する人

が出始め，小さな集落内部での婦人部の成功は地

域内に微妙な空気を生んでいた。一方でその婦人

部も高齢化が進み，労働力の不足に対処しなけれ

ばならない時期に来ていた。 1999年に地域振興

を考える有志により結成された「柚子産業振興と

過疎を考える会」は， 2001年に，新山村振興等

農林漁業特別対策事業を導入して新しい加工場を

建設することを決めた。この事業の受け手として

当初「平井保郷会Jも候補になったが，無理だと

断った経緯がある。このように集落を代表する組

織が，加工事業の担い手を引き受けられなかった

ことが新たな組織の形成につながっていった経緯

は重要であろう。

新しい組織に向けて関係者により繰り返し議論

が行われ，普及センターや役場の支援により， I古

座川ゆず平井婦人部上「古座川柚子生産組合J.I平

井生活改善友の会J，I柚子産業振興と過疎を考え

る会」という 4つの組織が統合される形で 2004

年に農事組合法人が設立された。

設立に際しては，地区 83戸 160人のうち 62人

が一口 3万円の出資をした。法人は. 4組織によ

り形成されたが，婦人部が中心的な組織でありそ

れを引き継いだという認識が現在の法人関係者に

はある。婦人部からは 10人が出資して法人に加

入した。また，技術継承の必要性から， 3人が従

業員として残留した。そのうち 2名は現在も現役

で常勤勤務である。

現在，農事組合法人の組合員は 91名，役員会

は理事 11名監事2名で構成されている。組織の

中では，かつての婦人部が加工部となり，生産組

合が農業生産部，生活改善友の会が料理部という

ように，それぞれの組織をあまり変更しない形で

法人の組織を編成した(図 4)。図にみるように，

各部にはそれぞれ責任者が置かれている。各部の

責任者はすべてフルタイム従事者で， うち統括責

任者でもある女性K氏と農業生産部の責任者の

男性の 2名は理事となっている。各部責任者の他

には，総務部4名と農業生産部 l名，加工部主任

がフルタイム勤務である。その他の従業員はパー

トタイム従業であり，それぞれの年齢や家族状況

等に応じた働き方をしている。

組織の最高意思決定機関は組合員による総会と

いうことになる。年に l回6月に開催される。理

事と監事による理事会は，月に 1，2回開催される。

法人設立当初，理事は発起人会メンバーであった

各団体の代表者や地域でも規模の大きいゆず農家

がその任につくことになった。すなわち，それぞ

れの団体の意見を反映させる形での運営体制とい

うことができる。現在は改選を経て，平井以外の

集落からも組合員になれる体制が作られたことか

ら，集落外の町村単位でもまんべんなく理事が選

出される体制へと変わってきている。理事の中に

は女性を 2名から 3名おくことも発足時から暗黙

のルールとなった。このように，多様な意見を反

映させることのできる組織編成がなされており，

組織のマネジメントは理事会にその責任があるの
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l責 任 者 | 宇 任 昨 日 当 者 11業務内容

女性4名(4名フルタイム)[[庶務・会計・情報収集&発信・HP管理・荷造り・発送

営業・販売・配達・体験交流施設

柚子製品加工

加工品品質管理

商品開発

食堂・仕出し・調理補助・ウェイトレス・商品開発・レジ・産品販売

図 4 農事組合法人「古座川ゆず平井の里」の組織構成

(出所)法人資料より一部加筆変更

だが，実態としては K氏を中心とした常勤のス

タッフが販売計画などの意思決定に実際に携わり

事業をまわしているのが現実であるという。

初代代表理事は町会議員をつとめた A氏で，ゆ

ず農家ではなかった。複数の組織が統合されてで

きる法人の代表として誰がふさわしいかという観

点からの選択である。現在二代目代表理事をつと

める H氏は元役場職員であり，現在も行政との

連絡機能を担っている。

法人はあくまで平井集落の組織であるが，さら

に広域の農家等にも組織は聞かれ始めている。原

料のゆずについては， 2004年の発足当初は平井

集落限定のこだわりがあったが，原料不足の実情

もあり古座川流域ということに拡大した。組合員

以外からも，圃場登録して栽培記録があれば購入

している。売り上げは現在でも増加しており，ま

すます原料は必要になる。 OEM生産の商品には

龍神村から購入したゆず、を別に絞って使用してい

る。 OEM商品だけでも 2，300万円の売り上げが

あり，施設・機械の稼働率をあげることに貢献し

ているほか，技術の向上にも結びついているとい

つ。

以上のように現在の組織を概観すると，その特

色として，集落内で議論を重ねた上での組織化過

程とともに，集落との一体感を担保する多数理事

の存在と，住民に受け入れやすい代表理事の選択

により，集落全体に聞かれた組織としての骨組み

を持つことがあげられる。施策的な枠組からいえ

ば，この農事組合法人は六次産業化の事例である

と共に，集落営農組織として捉えることもできる

存在なのである3)。また料理部の存在によってよ

り社会企業的なコミュニティ・ビジネスの主体と

しての特色が保たれている点も，平井集落にとっ

ては重要であろう。そして，それにもかかわらず，

組織の実質的な担い手は加工部，それを支える総

務部であり，その全体を総括する K氏であると

いう実態がはっきりと認識されていることがビジ

ネスとしての成功要因のーっといえよう。すなわ

ち，女性起業として加工活動が始まった当初に，

ビジネス指向と志し指向で分離した二つの組織が

また結びつくことにより 集落の文化継承の機能

や福祉的機能も果たしつつ，ビジネスとして地域

経済に寄与しているという特徴をもっといえる。

VI. 世代交代とリーダーの特徴

本節では，農村女性起業の課題の一つである世

代交代を「古座川ゆず平井の里jがどのように実

施したかについて，主に婦人部の代表だった T

氏から現在の統括責任者である K氏へのリー

ダーの交代に着目して考察する。
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T氏 (76歳)は平井の里出身の 8人兄弟で，現

在も姉と弟が集落内に居住している。父は農業も

営んでいたが料理人であり，結婚式などが開かれ

る家に行って料理を担当していた。実家でもお正

月は父が料理をしていたという。加工を始めた当

初からの T氏の味を真撃に追求する姿勢は，子

ども時代から培われたと考えられよう。長じて，

大阪で商売していた姉の下で働いた経験もある

が，地元に帰って同じ平井出身の夫と結婚した。

その後の婦人部結成の経緯は上述の通りである。

T氏は結成から解散まで婦人部の代表を務めた

が，当初の 20名のメンバーのうち最年少で、あっ

たこともあり合意形成など様々な困難に直面し

二度ほどは本気でやめようと考えたという。しか

し始めたからには最後までやれと夫に言われ解

散まで代表を降りることはなかった。この間，多

様な商品開発とともに帳簿の勉強会を普及セン

ターに依頼し納税できる体制をつくるなど，経営

の体裁を整えてきた。

しかし加工に携わる女性達も高齢化が進み，

加工事業自体を農協に譲ってしまおうかと話して

いた時期もあるという。この案は町長の叱責をか

い断念したが，その後組織の統合が話し合われ，

2004 (平成 16)年3月.T氏 68歳の時に婦人部

を解散する。

現在法人の常務理事であり総括責任者を務める

K氏 (45歳)は，実質的には T氏から代表の座を

引き継いだといえる。生まれてから 10歳まで堺

市で育ち，両親が古座川町出身で農地もあること

から Uターンしたが，子供心に田舎暮らしは嫌

だ、ったという。学校卒業後は大手小売業に就職し

22歳まで勤めていたが，弟の事故死を契機に古

座川に帰る。古座川町役場のアルバイトをしてい

たが. 24歳の時正職員となる。 13年間の勤務期

間中に結婚し子どもももうけたが. 2人目の子

どもの出産にあたって退職する。退職時には「こ

れからは家族のためにもっと日々の生活を大切に

したいと心から思っていた」という K氏は，出

産一年後の 2004年に新しい組織で事務をする人

がいないと声をかけられ，農事組合法人で働くこ

とになる。

婦人部時代にすでに 13品目が商品化されてお

り，そのレシピを法人がすべて引き継いだ。それ

らのうちほとんどが現在も生産を継続している。

レシピはそのまま引き継いだが，生産施設の大型

化等に伴い，味の再現には大きな苦労があった。

材料の配分が変わらなくても，コストを削減する

ために仕込み量を増やしていることから，香がと

んだり，機械が不調になったりと，一つ一つの商

品の味を維持していくために試行錯誤が必要で、

あった。ゆず自体の味も収穫時期により異なり，

それを混ぜ合わせることで平均化をはかつている

が十分とはいかない場合もある。

「会社を経営したこともなく，帳簿すらも付け

たことがなかったjという K氏は，当初は資金

繰りもうまくいかなかったと述懐するが，一つ一

つの製品の味を守りつつ大量生産を可能にし，多

様な販売先を開拓するなど，まさに法人の舵取り

役としての責任を果たしている。大手小売業と役

場の勤務経験，その他に運輸業のアルバイトもし

たことがあるという K氏の経歴は，まさに法人

化した組織を軌道に乗せるために適したもので

あったといえよう。

このように二人のリーダーの経歴を概観する

と，婦人部代表であった T氏は集落の出身であ

り，平井の将来のために何かをなそうとする固い

決意と求心的で、強固な地域内ネットワーク，そし

て最適な味を求める情熱をもっていた。一方の K

氏は集落出身ではなく，むしろ外部からの目をも

ち，販売や流通そして行政という職歴と，多様な

ネットワーク形成をおこなう能力をもっていた。

それぞれの能力と個性はまさに最初の商品開発時

のリーダーと，新たな法人組織としての経営とい

う事業展開の時期に，適合的であった。そして，

婦人部代表だった T氏は現在味の再現などにつ

いて助言を求められることはあるが，法人運営に

は一切関わっていない。このように法人設立時に

リーダー交代が明瞭に行われた点にも組織の成功

の要因がある。

婦人部が発足した当初，最も若かった T氏が
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49歳であり，当時のメンバーは現在 70歳代から

80歳代という年齢層である。現在の組織従業員

の年齢は 24歳から 70歳と幅広く，平均年齢は

50歳代と組織全体としても世代交代が果たされ

ている。

VH. 組織における女性の役割

最後に本節では，当事例における女性の役割に

ついて検討する。

農事組合法人は 4つの組織の統合によって成立

したとはいえ，その中心的な組織は婦人部であっ

たことは上述した。婦人部のメンバーはもちろん

全員が女性である。すでに見たように，当初の商

品開発の過程は，まさにゆず農家の主婦としての

味覚や加工能力を活かしたものであり，昔ながら

の女性の領域における役割であったということが

できる。しかし，彼ら自身にも思いがけなかった

経済的な成功により集落内では羨望や批判的なま

なざしも受けた。

その婦人部が解散して農事組合法人が設立され

るにあたり，女性の役割はどう変化したのか。現

在，代表理事は男性であり，全 11理事のうち女

性理事は K氏を含め 3名で男性の比率が高い。

一方. 10名のフルタイム従業員のうち，男性が3

名で女性が7名である。形式的にみれば，女性達

が育てた農村女性起業が男性主導の組織に吸収さ

れたようにみえなくもない。しかし各部の責任

者5名(料理部は責任者なし)のうち 3名は女性で

あり，総括責任者の K氏が営業部の責任者を兼

務しているほか，総務部，商品開発部の責任者を

女性が務めている。男性は農業生産部と加工部の

責任者である。すでに前述したように，組織の実

質的中心は K氏を中心とする女性であり，従来

男性が中心的役割を果たしてきた農業生産面で男

性が関与しているという構図である。また，従業

員には Iターンの女性もおり，集落をこえて法人

を支える女性が関われる状況が生まれている。

年間販売額推移の図(図1)からも読み取れる

ように，農事組合法人化以降販売額が伸びている

とはいえ，法人化以前の婦人部単独での販売額も

大きく見劣りするものであったわけではない。す

なわち，経済的な利潤を生み出す事業を育てたの

は婦人部であるという事実は明らかなものであ

り，新たな組織の実質的代表である K氏の選出

にあたっては，婦人部員の意向が大きく反映され

たことが想像できる。 K氏が女性であることは組

織構成上は偶然であるが，法人の来歴を認識する

人々からは当然の選択であるといえる。

引退した婦人部の当初メンバーは継続して組合

員であり，製品の味の継続という点からは現在も

厳しい目を注いでいる。 K氏を筆頭に現在のス

タッフがそれを尊重し敬意をもって運営にあたっ

ていることからも女性の活動として開始された事

業の特徴は現在も継承されていると考えられる。

V1H.おわりに

六次産業化の優良事例とされる「古座川ゆず平

井の里」は，その商品の特徴とパッケージなどの

工夫，贈答品を中心とした商品化により現在も好

調な経営を続けている。

本稿では，農村女性起業としてスタートした本

事例が，農事組合法人化という組織再編の決断に

際しいかに農村女性起業としての課題を解決す

る方策をとり，新たな組織的展開を遂げたのかを

考察してきた。農村女性起業の課題としてあげた

地域社会との関わり，世代交代，担い手の性別，

という 3点のそれぞれについて，当事例がどのよ

うに克服したのかを最後に整理しておく。

まず，地域社会との関わりについては，農事組

合法人化という組織再編がその具体的な回答で

あった。そして，その法人の組織を形成するにあ

たって地域社会に聞かれた組織として編成される

ために，集落住民の納得する代表理事の選出，各

団体や地域を代表する多数の理事の設置，再編前

の組織を継承する形での組織化，組合員である集

落住民の意思決定機関の設置といった特徴を有す

る組織を形成し集落の組織として地域経済に寄

与する基盤をつくったことを指摘した。また「ビ

ジネス指向」であった組織の経済的な利益を活か

しながら. r志し，志向Jの団体も組み入れること
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により，多様な関わりを許容する組織となってい

ることを明らカ、にした。

また世代交代については，法人化に際して母体

となった中心的組織のメンバーが運営の立場から

退j 組合員として味の継承を見守る役目を担う

ようになったことにより円滑な世代交代が行われ

たことの重要性を指摘した。さらに，婦人部時代

のリーダーが集落内の強固なネットワークをも

ち，当初の商品化や経営組織の基盤づくりに力を

発揮する能力をもっていたこと，法人化以降の

リーダーは，集落外からの視点をもち多様な職歴

による異業種とのネットワーク形成能力をもつこ

とを指摘し法人化に際して新しいリーダーへと

明瞭な形でのリーダー交代が行われたことが，新

しい組織の発展につながったことを明らかにし

た。

最後に，担い手の性別に関しては. I婦人部」

から「農事組合法人jというように，女性しか参

加し得なかった組織形態を変更したこと自体に大

きな意義を認めなければならないだろう。このこ

とを経て，一部の女性の活動だと思われていた六

次産業化事業が，地域全体のものとなったのであ

る。ゆず農家の主婦の能力を活かした活動が，事

注

1) 農村女性起業に関する統計については，農林水産
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A Study on Organizational Developrnent of Local Business Utilizing 

Local Resources by Rural W ornen 

Juri HARA (Tokyo University of Agriculture) 

Kazuhiko HOTT A (Tokyo University of Agriculture) 

The J apanese gov巴rnmentis now promoting new local business which utilizes local resources， as this 

helps economic development in mountainous areas by making new job opportunities. In many cas巴sof that 

kind of business establishment. the start of the business activities has be巴n rural women's entrepreneurial 

activities. The aim of this article is to examine on巴 ofthose cas巴s，Kozagawa Yuzu Hirai no Sato， and to 

extract some suggestions for rural women's organizations to be reorganized into more open local organization 

and to develop more economic growth. 

It was pointed out that the design of the organization was formed to make local residents satisfied， and 

lead巴rssuitable to the stage of activities w巴reselected. In this case study， rural women's economic activity 

has developed a new role for women， and contributed to the local economy. 

Key words : rural wom巴n'sentrepreneurial activities，‘sixth-industry'， local r巴sources，alternation of generations， 

organizational develpm巴nt.women's role 
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