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〔農業経営研究第54巻第 1号.2016J 

DP方式モラール・サーベイを用いた女性起業組織の分析

久保雄生*. *嬰井清 ** 

I はじめに

農山漁村における女性起業活動は，女性の経済

的自立や社会的地位の向上とともに，雇用や地元

農産物等の原材料調達を経て，地域社会や地域農

業等の活性化に対する貢献が期待されてきた。し

かし農水省が公表した「農村女性による起業活

動実態調査結果の概要J[12)によると，食品加工だ

けでなく直売所や農家レストラン等への事業拡大

が図られるなかでグループ経営体数は漸減傾向に

あり，起業総数も減少に転じた。主な要因は類似

組織聞の競合や高齢化に伴う構成員減等と推測さ

れるが，今後，後継者の確保及び育成に着手する

ためには，経済活動に取り組む際の障害となる運

営上の課題を定性・定量的に把握して業務改善に

繋げるとともに，職務満足を向上させる業務の充

実等が重要となる。

これまで¥農山漁村の女性起業組織注1)に関す

る研究は，起業活動の進め方や組織運営，事業継

続性の特徴等を経営者の世代や性別，活動母体毎

に分析した研究注2)や，起業活動が地域にもたら

す経済効果の測定を試みた研究[6)など，起業活

動に取り組む背景や参画目的等の実現を通して生

じる効果や課題等に注目した分析が多い注3)。

一方，従来とは異なる切り口として，藤本[14)

は組織内の労務管理体制等のあり方に注目した研

究から，農村女性の起業活動が事業として成立す
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る条件を従業員の労働環境の整備，経営に対する

構成員の意識向上とし，経営内部の取組の重要性

を指摘した注4)。近年では労務環境に注目した研

究として，久保・棲井[4)が女性起業組織(任意

団体及び法人)を対象に DP方式モラール・サー

ベイ(以下. DP調査注5))を用いた定量的な分

析を行い，双方の組織形態間比較から，任意団体

では企業マインドが上がり難く，楽しみ・やり甲

斐を主目的とした活動が展開されやすいことを指

t商している。

しかし冒頭で指摘した農村女性による起業活

動の実態とその変化の度合いは，今後の社会情勢

や構成員の更なる高齢化等により，一層深化する

恐れがある。このため，女性起業組織は，参画目

的や価値観等の異なる多様な人材を受入れながら

も中・長期的な経営計画に基づいて処遇・育成

し技能に応じた職務に従事させるというマネジ

メントが必要となる。

つまり，女性起業組織は古くからの顔馴染みが

集い，個々人の体力や関心に応じた役割を担う組

織形態ではなく，より企業的な経営を実践できる

経営体(法人)へと変革する必要があり，そのた

めには，経済活動に取り組む際の障害となり得る

諸課題について. DP調査という構成員側からの

評価だけでなく，実際の運営・管理状況と関連さ

せて把握し，対処策を検討することが求められ

る。

本稿は，山口県下で農産加工等を中心とした経

済活動に携わる女性起業組織(法人注6)) が，類

似する企業及び団体との競合や地域社会からの要

望に応じて多角的な事業展開を進めようとするー
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方で，労務環境の改善や構成員の高齢化に伴う生

産性の低下等の課題を抱え続けているという認識

のもと構成員を管理する上で様々な課題を抱え

る組織に， どのような運営・業務上の特徴が現れ

得るのかを組織間で比較・分析し法人としての

女性起業組織に必要な対処策を検討する注7)。

注 1)本稿では，農山漁村において経済活動に取り

組む女性組織を総称して女性起業組織とした。

注 2)渋谷(8)は，事業継続性の点から壮年層の起業

促進に係る分析を行い，経済的規模が大きく農

村女性の地位向上に寄与する事業 (i産直企業型」

と「多角化型」に区分)では.壮年層が中心的

役割を担うことや，起業までの経緯がリーダー

の年代で違う点を明らかにした。また，飯岡・

千賀(1 )は，女性起業の経営に対する意識や目的

等が経営者の年代で異なる点を示し，薪藤・藤

崎(5)は個人経営の農家レストランにおける開業

動機等と経営者の性別との関係を指摘した。

注3)三原(15)は，事業の展開方向や課題等を構成員

の起業活動への参画目的に即して分析している。

また，組織経営体数の減少要因を捉えた研究で

は，原(13)が生活改善実行グループ等の起業母体

の衰退を挙げ，諸藤(17)は，零細経営体の脆弱化

や継承問題を指摘した。

注4)その他に，蒲浮(3)は女性高齢者による組織内

部の管理体制を協同組合的管理，企業組織的管

理等に区分しており，津野(7)は，福祉活動を行

う女性起業組織を対象とした分析から，女性に

よる起業が地域活性化を担う社会的企業へ発展

する可能性に言及している。

また，金岡(2)は，農業法人の従業員の定着を

目的とした労務管理施策が衛生要因の解消に偏

る点を明らかにし西演・北野(9)は，集落営農

法人の就業者を対象としたモラール測定手法を

検討している。その後も. i対人」要因設問の適

用性の再検討(10)や多角化による経営発展を目指

す上で「職務」モラール向上の必要性を指摘し

た(11)。

ただしこれらは農業従事者が分析対象であ

り，女性起業組織の構成員を対象に労務管理の

実態・課題と対処方策の検討を試みた研究の蓄

積は相対的に少ない。

注5)DP調査は，ハーズパーグの動機付け衛生理論

に依拠しており，村杉(16)が開発した調査手法で

ある。

注 6)法人のみを選定した理由は，一定期間以上の

経営実績があり，明確な経営目標の下で事業が

展開されていると考えたためである。

注 7)久保・楼井(4)は女性起業組織(任意団体と法

人)を対象に DP調査を実施しているが，本稿

では対象をより企業的な経営に取り組む法人組

織に限定したうえで，法人代表者への聞き取り

調査(定性調査)と構成員に対する DP調査(定

量調査)の両面にアプローチし，法人組織とし

ての組織運営・人的資源管理上の対処策を検討

したものである。

E 調査の内容と分析方法

1 調査の目的と内容

本研究の目的は，女性起業組織がどのような人

的資源管理上の課題を持つのかを定量的に捉える

とともに，当該課題を抱える組織にみられる運

営・業務実態上の特徴から，女性起業組織に必要

な運営管理上の対処策を検討することである。

そのため本稿では，法人格を有する女性起業組

織の構成員に対して DP調査を行い，労務管理及

び職務遂行上の課題を解明するとともに，各代表

者に対する聞き取り調査から，分析対象組織にお

ける運営及び業務管理に係る現状と課題の抽出を

試みた。その上で，どのような人的資源管理上の

課題を抱える組織に，如何なる運営管理・業務上

の特徴が現れる傾向があるのか等を考察し，女性

起業組織が抱える課題と改善に向けて必要となる

運営体制を検討した。

なお，代表者に対する聞き取りは，法人の運

営・経営に係るデータ及び課題等の共有方法，構

成員の経営に対する発議・提案機会の有無，業務

に係る責任体制等をたずねた。

2 DP調査の分析方法

本稿で用いた DP調査は，各組織の構成員が，

労務環境として掲げる 4項目(理念，職務，対人，

報酬)に対する願望 (Desire:重要度と表す)を，

所属組織がどの程度実現 (Provision:実現度と

表す)しているかをたずね(第 1表).各回答者
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第 1表 DP調査を構成する 4項目と設問内容

項目 調査項目 設問 選択肢

あなたは，あなたの組織の理念や設立目的を知つ ①よく知らない②少し知っている ③よく知っている

理念の認知
ていますか(実現度 Pの設問)

ーーーーーーーーーーーー骨・ー・・ーーーーーーーーーーー-ー・・ー・ーーーーーーーーーーー.晶併 a ・ーーーーー ーーーーー-ーー骨斗~----ーーーーーーーーーーー・ーーーーーーーーー骨・ーーーーーーーーーーーーーーー・骨ー・ーー
このことは，あなたにとって ①意味がない ②あまり重要ではない

(重要度 Dの設問) ③少し重要 ④たいへん重要

役員の伝達
あなたは，あなたの組織の 3~5 年先の目標を ①よく知らないc?:少し知っている ③よく知っている

知っていますか

目標一致度
あなたの組織の目指していることが，あなたの関 ①一致 ②少し ③よく

心や目標と一致していますか していない 一致している 一致している
理念

あなたの組織の将来について，自分自身のことの ①考えられない②少し考えられる ③よく考える
将来性

ように考えられますか

勤務の誇り
あなたは，この組織で働いていることに誇りを ①持っていない②少し持っている ③持っている

持っていますか

社会的責任
あなたは，この組織の取組が社会に役立つている ①思わない ②少し思う ③よく思う

と思いますか

他社との競争
あなたの組織の取組・活動は，他の組織との競争 ①恩わない ②少し思う ③よく思う

が激しいと思いますか

労賃の他の構 あなたの労賃(役員報酬を含む)は，他の構成員 ①不公平と思う②少し ③わりに

成員との比較 と比べて不公平と恩いますか 不公平と思う 公平だと思う

労賃の仕事と あなたの労賃(役員報酬を含む)は。あなたの仕 ①安いと思う ②適当と思う ③わりと

の上i二車交 事の内容と比べて安いと思いますか 高いと思う

設備や職場環 あなたの法人の施設・機械や作業環境は良くない ①良くないと ②少し ③わりに

報酬|
境 と思いますか 思う 良くないと思う 良いと思う

①長いと思う ②少し ③わりに
作業時間 あなたの法人での労働時間は長いと思いますか

長いと思う 生豆いと思う

安全と健康
あなたの法人は，作業する人の安全や健康に充分 ①配慮に ②充分とは思わない ③わりに配慮して

配慮していると思いますか 欠けると思う いると思う

疲労
あなたの今の仕事は，疲れやすい仕事だと思いま ①疲れやすいと②少し ③わりに

すか 思う 疲れやすいと思う 疲れ難いと思う

チームワーク あなたの法人のチームワークは良いと思いますか
①良くないと ②少し ③わりに

思う 良くないと思う 良いと思う

相互扶助
あなたの法人は，仕事で困った時に互いに助け合 ①あまり助け合②ふつうと思う ③わりに

うと思いますか わないと思う 効け合うと思う

構成員からの あなたは，他の構成員に認められていると思いま ①思わない ②ふつうと思う ③わりに認められ

承認 すか ていると思う

対人
仕事以外の人 あなたの法人は飲み会など，仕事以外で良く集ま ①集まらないと②ふつうと思う ③わりに

間関係 ると思いますか 思う 集まると思う

役員の人望
あなたは，役員(または代表)と仕事のことで気 ①相談しないと②ふつうと思う ③わりに相談でき

軽に相談できると思いますか 思う ると思う

法人の和
あなたは，役員(または代表)が法人の和を重視 ①重視してない②少し ③わりに重視して

していると思いますか と思う 重視していると思う し、ると，守、う

わだかまりの あなたは，役員(または代表)が法人に起こった ①してないと ②少し ③わりに

解消 わだかまりを解消しようとしていると思いますか 恩う していると思う していると思う

資料西漬北野〔引が作成公表した資料をもとに筆者作成。

注 1 )重要度 :Dの設問及び選択肢は，すべて同じ内容であるため. 2問目以降は本表から省略し，実現度 (pの設問)のみを表示した。

2)調査では。「理念」等の4項目でそれぞれ設問(全30設問)を準備した。本表は調査票の紹介として，動機付け要因の「理念Jと衛生要
因の「報酬」 動機付け要因と衛生要因が混在している「対人」を参考に記載した。

3)動機付け要因の「職務」の設問(10問)は r仕事の達成感J.r仕事への挑戦心J. r仕事の自信J.r仕事での成長感J.r仕事での能力発
揮J. r仕事の創造性J.r仕事の責任J. r仕事の自由裁量J. r仕事の適性感J. r仕事の能力の承認Jである。

4) I対人」内の調査項目のうち 上から 4つが動機付け要因，残り 3つが衛生要因である。
5)選択肢は 村杉(16)及び西演・北野[9)による検討結果を参考に作成した。選択肢の番号がそのまま得点となる。

が選んだ選択肢の番号(重要度は 4段階評価，実

現度は 3段階評価注8)) をそのままと得点として

計上し，構成員の不満や問題点を定量的に捉える

手法である。村杉[16)によると，本調査は，利益

を追求する企業組織や非営利団体である行政組

織，また，これらの中間組織である生協組織にも

活用できるとされているが，特に，①動機付け衛

生理論に対応している，②動機付け衛生理論を構

成する上記4項目のバランスを捉えることで，分

析対象となる組織が優先的に改善すべき課題を抽

出できる手法として確立されている，ことから，

本稿における分析手法として活用した注9)。
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DP調査は， 2013年7月から 8月にかけて女性

起業組織の構成員(全て女性)に対して実施した。

調査方法は集合読み上げ形式の質問紙調査を行

い，欠席した一部の構成員については，普及指導

員を介して調査票を配布・回収した。

なお， DP調査について西演・北野(9Jは.1理念」

と「職務」が動機付け要因であり「報酬」が衛生

要因， I対人」が動機付け要因(構成員聞の横の

関係)と衛生要因(代表者・役員と構成員との上

下関係)が混在する混合要因であることを指摘し

ている。

つまり，動機付け要因である「理念」と「職務」

の改善がモラール向上に効果があることから，本

研究では， I理念」と「職務」を主な分析対象と

して捉えることとした。

注8)村杉は，重要度及び実現度の中間点をそれぞ

れ3点， 2点としている。

注9) これまで，女性起業組織を対象とした DP調

査の適用性評価はない。しかし村杉は， DP調

査の適用範囲を複数の人聞が協働して職務を遂

行する集団(職能や業種上の分類では生産・販

売組織や研究開発組織等が該当)としており，

西演・北野(9Jは農村地域の維持・活性化に携わ

る集落営農組織の適用性を確認しているため，

同様の特徴を持つ女性起業組織でも本手法が有

効と判断した注10)。

注目)本研究では，西j賓・北野(9Jの手法を参考に，

女性起業組織に対する DP調査の適用性評価を

別途行った。動機付け要因・衛生要因の判定結

果は村杉の考えと概ね一致したが，サンプル数

が西演・北野(9Jのものと比べて少なく，適用性

の判断材料には用いていない。

E 調査対象組織の概要

本研究で対象事例とするのは，山口県内で起業

活動に携わる 6法人注11)である(第2表)。法人

形態から企業組合 (5法人)と特例有限会社(1

法人)に大別され，立地や部門構成，販売チャネ

ル等に違いはあるが，いずれの組織も山口県下で

は主要な女性起業活動組織として捉えられてい

る。

起業後の経過年数は10年 (C，F法人)から35

年 (A法人)まで聞きがあるが，法人化移行後の

経過年数には際立つた差はない。また，創業者か

ら次の世代への継承が終了したのは 3組織 (A，

C， F法人)で，数年後の継承を控えている法人

は2組織 (B，D法人)である。

いずれの法人も惣菜やパン，菓子等を製造し近

隣の直売所や直営庖舗で販売しているが，食堂・

庖舗を運営する 3組織 (C，D， F法人)は，構

成員が製造業務だけでなく接客業務にも関わる機

会があり，製造業に特化した他3法人との違いと

いえる。各法人の労力総数は 9~25人で，売上は

1.500~6，500万円であるため，構成員 l 人あたり

の売上高はおよそ95万円~670万円となり，法人

間の較差は大きい。

構成員の属性に注目すると，起業開始後27年以

上の 2組織 (B，D法人)では70代以上の高齢者

割合が高い。 B法人では集落出身者に限定してい

た組合員資格の適用範囲を旧町内の出身者にまで

拡大するなど，新規構成員の確保と育成が急務と

なっている。 D法人でも起業以降，現代表者が長

年経営に携わっており 経営継承が重要課題と

なっている。

一方， C法人では任意組織時代に迎え入れた構

成員(当時30~40代)が，現在は会計担当や部門

責任者として組織の中核的役割を果たしており，

経営継承に向けた基盤整備が進んで、いる。

構成員の法人在籍年数は，起業年数が，比較的

短いE法人を除く 5組織で10年以上の在籍者割合

が多い。特に，高齢者割合の高いD法人では，構

成員の年齢や職能に応じた業務の質・量を再配分

する仕組みが必要となっている。

また，今後，法人業務に従事可能な期間(就業

可能年数)をたずねた結果， D， E法人の全構成

員が5年以内にリタイヤする可能性を示すなど，

各構成員の就業継続意向は総じて高くない任12)。

しかし就業満足意識は比較的高いことから，

低調な就業継続意向は所属法人に対する不満を主

としたものではなく，年齢や体力の低下によるも

のである注13)。この点は 全ての法人が重点課題

の上位に新規組合員の確保や後継者育成を挙げた
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第2表 分析対象組織の概要

A法人 B法人 C 法人 Di去人 E法人 I F法人

法人形態 企業組合 企業組合 企業組合 企業組合 企業組合 |特例有限会社

地域類型 山間地域 山間地域 中間地域 中間地域 都市的地域 | 平地地域

起業開始年 1980年 1988年 2000年 1988年 2804年 I 20∞年

社歴 10年 9年 7年 6年 8年 9年

2イ七回 1イ七回 2イ七日 1代;目

起業内容 加工，応舗，食室
経営概要 I 経営継承実績

構成(部門等)

販売先

idt:;:-4ttlitJ時計二-t-lfr12三ニ
直ZZJ販庖 l開?葬畏黙号誇空??1訂貯f昨劃-4廿憎惜|岡陣陣z慧諒Z立'出吋f

数ι:J.T子-一十|卜一 1九~〔乎fF戸主児叶]し刊-イ十l卜 1竺児山L日一主4乍V正♂〔f一主却~-"j卜卜ド一一J一2?~?主L 十十一]1~?]刊| り'\'~'~~"+"~'\?と}

君1:院詰拡主:2: ::二二二二二二二二二二:::ll:二二二二二二二二二二二官

11 弘詰剖2副i詰 l十:二二二二二二二詰
2器詔f詔2|[:::=: 3主罰罰剖罰叶;1lIIIlllII::二二二二二二二二二主二

2詰zz引叩|ば~，~"-，，， j 可噌:沈Z卜:諮=説:"""-j十十一一一 -i6:~:" """j卜一 2去~:"""-j-" "，，~，ci~: 卜:22: . 
題 f-:~~::嗣 12君主T12122E時 13-ZZ-LJ31212同一元j':':::'jWi保

加工，接客担当者|ブランド認定F
新規組合員確保|新たな販路開拓 1~~'"，，;~~'~:3-a I :r_~~~~P;é'J1:. ~m 後継者育成 経営目標達成に

向けた経営展開の資質向上 l数の増加

資料 企業活動実態調査 (2013年3月実施)結果及び代表者に対する聞き取り調査結果 (2014年)より作成。

注 1 )社歴は法人化実施年から2014年までの期間とした。
2 )構成員数欄の( )カッコ内の数値は，各項目(割合 就業満足意識。法人在籍年数等)に対する回答者数を示す。
3)組織の重点課題欄の3項目は，上段にある項目ほど重要度が高い。

4) F法人はI 販売(食堂)と総務企画の 2部門があるが，部門毎に担当者が定的らてれいないため.実質的な部門構成は I明確な区分な

し」とした。

点からもうかがえる。

注11)山口県における女性起業活動件数のシェア(12)

は，個人経営件数で中園地域の50.0%，グループ

経営件数で同44.1%に達するなど，女性起業活動

が比較的盛んな地域であることから，分析対象

地として妥当と判断した。

また，調査当時，山口県内には 8法人があっ

たが，地域性や起業内容，構成員の管理方法等

を考慮して 6法人を選定した。

注12)継続5年以上就業可能と答えた者の割合は全

回答者の16.4%(1.8人/法人)だった。

注目)構成員の年代と就業可能年数との聞には0.1% 

水準で有意差があった。

N 聞き取り調査から捉えた対象
組織の運営・管理の実態と課題

ここでは，各法人の管理体制の概要を，運営，

経営，労務に大別して整理し，それらの傾向と課

題を指摘する(第3表)。

1 運営

まず，事業計画の検討・設計は代表者と役員等

によりなされているが， D法人を含む複数の法人

では加工品の売れ行きを熟知している部門責任者

が日別出荷量の計画・調整に係る一定の裁量権を
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第3表 分析対象組織の運営管理実態

A法 人 B法人 Ci:去人 D法人 E法人 F法人

-代表，役員が検 -代表を中心に検 -代表，役員を中 全体方針は代表 -出荷先の意向に -代表，会長を中

事業計画 討 討 心』ニキ食言す がキ食言す 基づき代表.副 心に検討

検討 -日別販売量は部 代表が検討

門責任者が検討

定例会
-なし -全員参加 全員参加 -全員参加(従業 -全員参加 -なし

員除く)

役員会
-あり(不定期) ーなし -あり あり -あり (H26から -あり(年 1回総

実施) 会前)

運 代表と役員が， 定例会，勤務終 -定例会，勤務削， ー定例会，作業時， -定例会，勤務終 開店剛のミー
J目主~

情報共有 役員会の決定事 了後のミーティ 勤務終 了後の 勤務終了後に口 了後のミーテイ テイング

機会 項を所属部門員 ングr ミーテイング 頭伝達 ングr

に伝達

-部門の課題は， 代表が各構成員 ベテフン構成員 -代表が個別の構 -代表，副代表， 開庖前のミー

課題整
所属構成員と代 から集約した意 と部門長が所属 成員と予め協議 役員の 3名が日 テイングでの意

理・検討
表で検討 見に基づく対処 構成員から意見 した内容を踏ま 常的な課題を整 見を代表と会長

組織全体の課題 案を作成し，定 集約して役員会 え代表案を作成 理し，定例会で で集約し，対策
方法

は代表と役員で 例会で提案 で検討 し，定例会で検 キ貴討 をキ食言す

検討 言す

担当者 1名(詳 担当者 1名 -担当者 l名(税 -代表が兼務 -担当者 l名(育 担当者 2名

会計管理 細は ]Aの OB 理士事務所勤務 成中)

が管理) 経験者)

経営 経営実態
-定例会がないた -定例会で販売実 -定例会で部門別 -定例会で販売実 定例会で販売実 -関庖前のミー

め。全構成員が 績を公表(不定 実績を年別，月 績を公表 績を公表(出荷 ティングで数カ
の共有機

所属部門以外の 期) 別に公表 先が集計した販 月毎の販売実績
会・方法

経営実績を知る 売実績値を利 を公表
等

機会はない 用)

2音日門 明確な区分なし 6音日門 2苦日門 明確な区分なし 明確な区分なし
---------------------- ー・--値・ーーーーーーーー -ーーー.・・・ーー----------ーー ー---------ーーーーーーーーーー ー・-----ーーーーーーーーーー---・.ーーーーーーーーーーーーーーーー_-----

部門毎に責任者 -商品毎にリー 部門毎に責任者 -部門毎に責任者 -出勤者会員で業 出勤者全員で業

を配置 ダーを配置 を配置 を配置 務に対応、 務に対応
ーー・ーーーーーーー・-----ーー・ーーー ーーーーーーーーーーーー---ーー-----ーーーーー-----ーーーーーーーーーーーー ーーーー----ーー・ーーーーーーーーーーー ーーー-----ーーーーーーーー--------・-ーーーー・ーーーーーーー---・--
-部門毎に従事者 -受注に応じて商 -所属部門は決 -部門毎に従事者 代表，副代表と -代表と会長が早

体制 を固定(部門を 品毎に割り振ら まっている古久 を固定する体系 役員の誰かが責 番及び遅番に別

またぐ業務は全 れた従事者が対 各構成員が全部 から，全部門業 任者として常駐 れ，責任者とし

構成員で対応) 応(繁忙期は出 門の業務に従事 務に従事する体 従事者が減る午 て出勤

管理
勤者全員で対 する体系を採用 系に移行 後は能力の高い -繁忙期の労力調

応) 者を優先的に自己 整は代表が事前

労務
置 に調整

-作業量に応じた ー当番目誌がない -フレックス帝Uを -上記体系移行 全ての構成員が -構成員の年代に

特徴
従事者数が部門 ため勤務実態の 導入(総勤務時 後，生産効率性 全部門業務に従 応じて業務内容

聞で配分されて 詳細を把握し難 聞を確保できれ が向上 事する体系への を固定

課題
いない(部門間 く，労務改善が ば 1日複数回出 移行を検討した

での労力補完体 進み難い 入り可能) が合意が得られ

市1]) ず断念

-構成員の年齢や -同左 (3名の従 ー同左(採用後数 ー同左(売上に貢 -同左 -同左(最低賃金

給与体 経験，前職等に 業員には最低賃 カ月は試周期間 献度の高い構成 +α を支給)

系・水準 関わらず一定額 金を支給) として賃金を抑 員に対しては特

」
支給 L削) 別給を支給)

L ー

資料 代表者に対する聞き取り調査結果 (2014年)より作成。

t寺っている。一方. E法人は地域農業者等で構成

される出荷者協議会が運営する総合直売所の参画

団体であるため，主要な事業は当該直売所との調

整に基づいて設計される。定例会は 4組織 (B.

C. D. E法人).役員会は 5組織 (B法人以外)

が開催していた。しかし定例会の内容からは，

当会を経営実績の確認・評価や課題の共有化を図

る機会として捉える組織(主にC法人)と，行事

日程や作業分担等の連絡調整など，代表者から構

成員への連絡手段として定着している組織(主に

D. E法人)に分けられ，質的な違いがある。一

方，各法人の代表者は勤務前・後のミーティング

(茶話会)を重視しており，業務内外の情報を共

有する親睦機会としての価値も見出している。

次に，課題の整理・検討方法は，構成員からの

要求等を吸い上げた代表者や役員が対処策を検討

し，構成員に諮って還元する方式が主である。こ

の方式については，課題改善等を求める構成員名
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を伏せて秘匿性を高めることで，構成員聞の積極

的な提案・検討を期待する代表者も多いが，代表

者の意志が強過ぎるがゆえに構成員の意見が対処

策の中身に反映され難いケースもあり，進め方と

しての課題もみられる。

2 経営

代表者が兼任する 1組織 (D法人)を除く 5組

織で会計担当者がいるが，実質的な会計業務には

関与できていない組織 (A法人)や，組織運営上，

会計担当者を育成する必要性が低かった組織 (E

法人)注14)も存在し，会計業務に対する考え方や

対応には較差がある。これに関連してA法人では

経営実態を熟知する構成員が育たず，定例会がな

いことと相まって各構成員が組織全体の経営実績

を認知し難い状況になっている。一方，残り 5組

織では定例会等を活用しながら売上等の活動実績

を共有し，構成員の生産・販売意欲向上に努めて

いる。特に，担当者の会計処理力が高い組織 (C

法人)では，各部門の年・月別売上実績等を過去

の実績と比較・図示することで¥経営状況を視覚

的に捉えさせ，起業実績に対する理解を促す仕組

みがみられる。

3 労務

運営・事業体制は，部門毎に構成員を割り振る

3組織 (A， C， D法人)と割り振らない 3組織

(B， E， F法人)に大別される。

まず，前者の3法人を整理すると，構成員を部

門毎に固定するケース (A法人)と部門に固定せ

ず流動的な体制を採用するケース (C，D法人)

が存在するが， A法人では作業量に応じた適正な

労力配分がなされなかったため，構成員聞に労力

負荷の偏りが生じており 部門間で労力を補完す

る仕組みの構築が課題となっている。

一方， C法人では構成員をいずれの業務にも従

事できるよう育成することで，業務量の平準化と

生産性向上を図っているが，近年，当体制に移行

したD法人でも同様の成果が出始めている。また，

C法人ではフレックス制を導入して構成員の家庭

事情等に応じた働き方を実現しており，構成員か

らの評価も高い。

次に，既述の後者 (B，E， F法人)に注目す

ると， B法人は商品毎に責任者と従事者を配し，

繁忙期には他の商品メンバーも参画して受注に対

処するため，実質的な体制はC，D法人と変わら

ない。ただし当番目誌の整備が充分ではないた

め構成員毎・商品毎の詳細な労働実績が把握でき

ず，労務改善に反映することができていない。

出勤者全員で業務に対応している E，F法人で

は，構成員から責任者を選出し育成できていない

ため代表者や副代表者 (F法人は会長)が常駐せ

ざるを得ないが，そのことが，構成員に対して責

任のある業務に従事させる機会を制限し構成員

の主体的な活動を生じさせ難くするという悪循環

をもたらす恐れがある。特に， E法人では，全構

成員があらゆる業務に従事する体系 (C，D法人)

への移行を検討したが構成員から合意が図られず

断念した経緯があり，経営・業務改善に対する

個々人の認識差が大きい。

注目)総合直売所で販売した商品は POSレジを通る

ため，販売実績等の集計は直売所側が行う。 E

法人では税務処理も外部に委ねてきたことから，

組織内に会計の知識を有する構成員を育てる必

要性が低かった経緯がある。

V DP調査に基づく分析結果

1 DP調査結果による改善方向の捉え方

定量的に把握される各項目の実現度と重要度の

関係及び改善方向の捉え方を整理すると第 1図の

ように整理できる注15)0 I理念J，I職務」と「対人」

の一部(横の関係)は，動機付け要因であるため，

構成員による関心(重要度)が低く，組織として

の実現度も低い第3象限を避けるような組織運営

が求められる。

一方，衛生要因である「報酬」と「対人Jの一

部(上下関係)は，構成員の関心(重要度)が高

いにも関わらず組織としての実現度が低い第2象

限を避けつつ，実現度が増すことで構成員の関心

や問題意識が和らぐことを表す第4象限に近付け

る組織運営を目指すことになる。
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第H奥様

:特に目標と :

!なる象限 i
-一一ー実現度

( 衛生要因 ) 

第 l象限に留まると，仕事

が楽しいと感じて自ら仕事

に取組むなど起業活動に良

い効果が期待できる

第2象限に留まると，仕事

が楽しくないという感情が

生まれ，起業活動の継続性

に支障がでる恐れがある

第1図 DP調査結果の捉え方

注目)久保 ・楼井[4)を参照した。動機付け要因を参

考に解説すると，組織としての回答結果が，第 1.

2. 4象限にあることが望ましい (第 1図左側)。

重要度と実現度がともに低い第3象限は回避す

る領域，構成員が重視する事項を所属組織が適

切に対応できていることを示す第 1象限は特に

目指す領域となる。

2 DP調査結果からみた各法人の課題

本項では. I理念J.I職務J.I報酬J.I対人」

の各項目が動機付け要因と衛生要因のいずれに該

当するかによって捉え方が異なることを念頭にお

きつつ. DP調査結果から捉えられる分析対象組

織の特徴と課題を整理し対処策を検討する。

なお. DP調査結果を踏まえ，問題を抱えてい

る恐れのある法人については，実際の運営体制と

の関係・傾向についても指摘する。

(1)理念

E法人は第3象限，その他法人は全て第 1象限

に位置した(第 2図)。ここでは. E法人のみが

第3象限に停滞した要因を明らかにするため，実

現度の高い 2組織 (B. C法人)をE法人の比較

対象とし理念を構成する 7項目(第 l表参照)

に対する各構成員の回答結果を図化 した(第 3

図)。

この結果.E法人が第3象限にとどまる主要因

は 『目標一致度.1. r理念の認知J. r役員の伝達j

の実現度及び重要度に対する構成員の評価・意識
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第3図「理念jに対する結果 (法人B. c. E) 

注 各凡例は，理念に該当する調査項目の内容。図中の「責任」は，

社会的責任 (第l表参照)を示す。

また B法人の「勤務の誇り」は. I理念の認知」と重要度及び

実現度が同じ値であるため凡例が重なっている。

が低いためであることが分かつた。

『目標一致度1と f理念の認知jの重要度及び

実現度が低いことは， ①法人側が構成員に対して

経営目標やビジョンを掲げていない， ②構成員側

も組織目標を認識せず日々の業務に坦々と従事し

ている，結果として， ③明確な方針の下での経済

活動が実現できていない，恐れがあることを示唆

する。 E法人は，他法人と比べて事業計画等の自

由度が低く ，構成員の組織運営に対する提案・参

画機会が極端に少ない点が特徴だが，これらのこ

とが，前節(労務)で指摘したような構成員によ

る主体的活動の減退と経営 ・業務に対する意識差

を生じさせた可能性がある。また，所属組織の 3
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~5年先の目標の認知状況を問うた『役員の伝達j

は，評価が極めて低かったが，組織の短~中期的

な目標を末端の構成員と共有し生産活動に繋げる

ことが経営の中核を担う役員等の責務だとする

と Ei法人に属する構成員の多 くは，彼女達にこ

れらの機能を見出していないことになる。3.0~ 
従って， E法人では，役員等を中心に構成員の

合意に基づいた明確で分かり易い経営目標を再設

定するとともに，各者の職能に応じた業務や給与

体系の再検討などを行い，事業計画内で各構成員

が果たすべき役割を意識させる取組が必要とな

る。

(2)職務

C， D， F法人は第 l象限，A， B， E法人は

第3象限に位置した(第4図)。そこで，後者の

3法人が第3象限にとどまった要因を整理注16)す

るため，実現度が最も高いF法人をA，E法人の

比較対象とし，職務を構成する10項目に対する各

構成員の回答結果を図化した(第5図)。

まず， r達成感』は各法人に共通して重要度と

実現度が高く， r成長感jや『適性感1r能力の

承認jも第3象限外に含まれた。これは，構成員

が業務に対する適性や自らの能力を認識し参画

することに伴う充実感を感じていることを示して

おり，現段階では，各構成員は業務に前向きに従

事できていることがうかがえる。

一方， A， E法人が第3象限にとどまった主要

因は『創造性.1. r責任1r自信.1. r自由裁量Jに
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第5図 「職務jに対する結果 (法人A，E， F) 

注ー「職務」に該当する10調査項目(抜粋したもの)を記載。E法人

の「創造性」と「責任」は重要度と実現度が閉じ値であり凡例

が重なっている (F法人の「創造性Jと「能力の承認J.['達成感J
と「挑戦心jも同じ処理)。

対する評価が低いためである。これらの項目は，

各構成員が業務上の成果に向けて創意工夫し， 目

標を達成して得られた自信をもとに次の目標への

挑戦心を醸成する， というサイクルに関係する。

このため，当該項目に対する評価が低いA，E 

法人では，構成員の多様な工夫や発想を活かす業

務上の機会を制限し，各構成員の自由度を低下さ

せかねない業務の固定 ・単調化が生じている可能

性がある。このことは，部門間の労力調整や業務

改善面で課題を抱える両組織の特徴と一致する

が，業務の固定 ・単調化による問題は，構成員が

新たな技術や能力の習得機会等を喪失させるだけ

でなく，構成員の起業活動に対する意欲の低下を

招く恐れがあり，注意を要する。

村杉(16)はBlauner[18)が実施した疎外の実態調

査結果から，単なる部品を扱う単調労働において，

仕事の内容が完成品から離れているため職務が無

意味と感じることや，自分の仕事を自分でコン ト

ロールできない無力感が生じることを紹介してい

るが，このことに関して村杉[16)は，職務再設計

によって単調労働を充実した職務へ変更すること

の必要性を指摘しており，職務充実によって職務

モチベーションを高めることが，高いモラールを

もたらす最も効果的な方法と説いている。

つまり，業務内容の固定・単調化は，多くの構

成員を iplan-doτseeJサイクル上の idoJのみ
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に従事させることになるため，各者の能力や経験

に応じて Iplan (計画業務)Jや Isee(管理業務)J

に据える必要がある。具体的には， A法人では部

門間の配置転換が必要であり， E法人では職務拡

大を図ることで各者があらゆる業務に携わり，責

任ある立場に就ける環境を目指すべきと考える。

(3) 報酬

衛生要因であるため第2象限内に停滞しないよ

う留意する必要があるが現時点では該当する組

織はなかった(第6図)。給与水準がほぼ横並び

であること，構成員の高齢化や機械更新等が組織

共通の課題として捉えられている点が影響したと

考えられる。そのため，重要度に差のある 2組織

(E， F法人)と実現度に差がある 2組織 (D，

F法人)を対象に，報酬に対する回答結果から抽

出される課題の整理と対処策を検討する。

まず，第 1象限には，共通して 『安全と健康j

f設備や職場環境』が含まれた。実現度が高いた

め問題とはならないが重要度も高いことから，各

構成員は現状以上の施設環境や安全性対策を強く

望んで、いることになる(第7図)。

第2象限には，唯一D法人の『疲労jが含まれ

たが，この結果から，当法人は『疲労』への不満

が滞留した組織と捉えられる。起業年数が長く構

成員の高齢化が深刻で、，世代交代も進まない点が

要因に挙げられるため，高齢化現象の中でメン

ノてーが継続して働ける環境整備が急務となる。新

規構成員の確保のほか，事業規模や運営形態、の見
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第7図 「報酬jに対する結果 (0，E， F法人)
注 各凡例は「報酬」の締査項目に該当する 6項目を抜粋したもの

(第1，表参照)。
それぞれ.労賃 他構成員 (労賃の他の構成貝との比較)，労賃・

仕事 (労賃の仕事との比較)，設備や職場環境。労働時間，安全

と健康。疲労となる。(カッコ)内の記述は第 l表内の項目に該

当。

直し行政からは労働・衛生環境の改善に係る支

援等が求められる。

次に， r労賃 ・他構成員(労賃の他の構成員と

の比較)j をみると，関心の高低を示す重要度に

差はあるが，実現度にはほとんど差がない。給与

面での公平性が担保されていることを構成員側が

認知している証拠だが，背景には所属組織内でほ

ぼ一律の給与水準が確保され，賃金格差が生じ難

いことが挙げられる。

一方，給与に対するもうひとつの評価項目であ

る 『労賃・仕事(労賃の仕事との比較)Jは第3

象限に含まれた。これらのことから，構成員は給

与水準について同じ状況下で働く同僚との公平性

を認知しているが，業務の質や量に見合う水準が

達成されているとは認知していないことがうかが

える。

報酬の全体的な傾向として労働環境面の向上に

関心が傾いている点や， D， F法人のように， r労
賃・他構成員』を 『労賃 ・仕事jよりも重視する

組織がみられる点を考慮すると，現状では給与面

で構成員聞の公平性が強く求められており，業務

の質 ・量に見合う給与水準に対する優先順位は相

対的に低いといえる。しかし新規構成員の受け

入れや事業継承を考えるうえでは，重要な課題の

ひとつとなり得ることに留意が必要である。



DP方式モラール ・サーベイを用いた女性起業組織の分析 101 

(4)対人

E法人が第3象限，残り 5法人は第 l象限に含

まれた。そこで¥実現度の高いB，C法人を比較

事例とし， E法人が第3象限にとどまる要因を整

理した結果，動機付け要因に該当する『仕事以外

の人間関係』注17)と 『構成員からの承認』に対す

る評価が影響したことが分かつた注18)(第8図)。

E法人を第3象限にとどめた最大の要因は 『仕

事以外の人間関係Jに対する評価が著しく低いた

めである(第 3象限枠外，第 8図)0DP調査票

内では飲み会など仕事以外で集まる機会の有無と

必要性を問うているが，特に必要性(重要度)に

対する評価が低かった。

当該項目の実現度が高いC法人と，低いE法人

を比べると， E法人では親睦行事の頻度が少なく

構成員の過半が地区外(合併前の旧町外)からの

通勤者である点，育児や家事に携わる比較的若い

構成員が多い点，等により，時間や金銭的な制約

を受けやすいことが影響したと推測したが，この

点については更なる分析が必要で、ある注19)。

また， ~構成員からの承認』は，自身が組織内

で他の構成員に認められていると感じるか否かを

たずねているが，当該項目に対する評価が第3象

限にとどまることは， E法人の構成員が業務に対

する自らの貢献や存在価値を充分見出していない

ことを示唆する。

このことは， E法人の構成員の多くは責任や自

信を得る業務に従事できていないとの指摘 (1職

務」 第5図)とも一致するが， 自らの存在意義

4.0 

助重
要
度

構成員か

らの承寵

3.0 • 仕事以外の

人間関係
.a. 

0 
仕事以外の

人間関係
0: B法人E

.: C法人l

.a.:E法
2.0 

1.0 2.0 実現度 3.0 

第8図 「対人・横jの結果 (8，C， E法人)

を感じ難い業務に携わらせ続けることは，所属組

織への不満を抱く要因になりかねない。

注目)A法人は実現皮 E法人は重要度が最も低く，

F法人は実現度が最も高い組織である点を考慮

して選定した。

注17)E法人の 『仕事以外の人間関係jは実現度が

1.1， 重要度が1.6となり，図化できる領域から外

れたため園内に記載はない。

注目)衛生要因に該当する「対人 ・上下」の関係を

示す3項目 crわだかまりの解消J.r法人の和J.

f役員の人望J)は，第 1及び第3象限に位置し，

特に大きな問題は指摘できないことから本稿で

は記載を見送った。

注目)r仕事以外の人間関係jに対しては他の分析(4)

でも同様の結果となった。家事や育児，介護に

携わる構成員も多く，業務外で法人構成員と接

する時間上の制約があることが想定される。一

方， E法人はハローワークを通じて構成員を広

く集めるため，法人を単なる就労機会と捉える

者が相対的に多い可能性も否定できない。その

場合，法人構成員と業務外での接点を多く持つ

とは考え難く，各者の属性・家族構成や参画目

的等の影響を受けたと考えられる。ただし質

問に「飲み会Jという文言があるため，各構成

員が，食事会やお茶会など家庭に支障のない範

囲で日常的に行う親睦活動を除外して回答した

恐れがあり，更なる分析が必要である。

VI まとめ

本稿では， 山口県内の 6つの女性起業組織にお

ける構成員の管理手法及び運営体制の違いを定性

的に捉えつつ，構成員のモラールを定量的に評価

する DP調査を用いることで，人的資源管理上の

課題を抱える組織に如何なる運営管理・業務上の

特徴が現れる傾向にあるのかを分析し課題毎に

対処策を考察した。

まず， 1理念Jに注目すると，唯一，第 3象限

にとどまったE法人では I目標一致度Jと『理念

の認知』に対する評価が特に低く，全構成員が一

体的な経済活動に取り組めていない恐れがある点

を指摘した。E法人の実際の運営をみると， 他の
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法人と比べて，構成員の組織運営に対する提案・

参画機会が少なく，構成員による主体的な活動の

減退や経営・業務改善に向けた協力意識の低下も

うかがえる。本稿における分析からは，具体的な

目標設定と構成員への理念浸透の停滞が危倶され

る組織では，業務配分や責任の持たせ方を含めた

管理・運営面で数多くの課題を抱え，構成員を充

分に活かしきれていないことが，共通の傾向とし

て指摘できる。

次に「職務」をみると，構成員の多くが業務に

前向きに取り組んでおり，業務に対する適性や達

成感を得ていることを指摘した。一方. I職務」

に対する評価は. r創造性』や『自由裁量』等で

低いことから，これらの評価が低いA. E法人で

は業務の固定・単調化が生じている可能性が極め

て高く，業務内容の再設計と単調労働の改善を図

る必要性があることを述べた。具体的には.A法
人では部門聞の配置転換が必要で、あり. E法人で

は各構成員が多様な業務に従事する体制への転換

を誘導することである。

もうひとつの動機付け要因である「対人(横の

関係)Jについては，事例とした3組織 (B. C. 
E法人)の分析結果から，構成員間の協力意識が

生産活動に極めて有効に作用している点を明らか

にしたが，一方で、. r仕事以外の人間関係』の捉

え方については更なる分析が必要である。なぜな

ら，本項目の重要度及び実現度が低い背景として，

①各構成員がPTAや自治会，婦人会等で日常的

な関わりが充分にあるため，業務外で改めて集ま

る必要性が低い，②各構成員の参画目的が多様化

し起業組織を単なる就労の場として捉えている

ため，業務外で集まる機会を欲しない，という大

きく 2通りの捉え方ができるためである。

なお，女性起業組織にみられる構成員聞の公平

性・平等性は「対人」及び「報酬」から捉えた場

合，組織運営面で概ね正の効果をもたらすが「職

務」から捉えた場合は，誰にでも従事できる平易

な業務に携わり続けることにより就業意欲の低下

を招く，という負の影響を生じさせる恐れがあり，

女性起業組織における労務管理上のアンチノミー

とt旨掠iできる。

ここまで，各法人の組織運営実績と動機付け要

因である「理念J.I職務J.I対人(横の関係)J
からみた課題と対処策の概要を述べたが，最後に，

出現頻度が多かったE法人のことを整理すると，

当該法人は動機付け要因と衛生要因を構成する全

4 項目が第 3~第 4象限に位置した(第 2. 第 4.

第6図)。つまり，衛生要因上の問題はないが，

動機付け要因の評価も低調であることから，当該

法人では事業の展開方針を定めきれず，何を目指

すべきか分からない状況に陥っており，代表者や

役員等の起業に対する考えが構成員に伝わってい

ないことになる。

企業活動におけるリーダーシップ論を捉えた

Tichy &Devanna (20)は，変革型リーダーが果たす

べき役割として，変革の必要性を明示し新しいビ

ジョンを創出することを挙げており. Kotter(19) 

は，変革の推進過程におけるリーダーシップの重

要性を指摘したのち. Iリーダーがビジョンを繰

り返し伝える」ことや. Iビジョン達成のための

決定に構成員を参画させる」こと. I努力に対す

る適切な支援」と「成功に対する適正な評価」の

4点を構成員の意欲向上を図るポイントとした。

つまり，これら研究の指摘からも分かるように，

E法人では，やはり，構成員の合意に基づいた明

確で分かり易いビジョンの再設定と短・中期目標

の達成に向けた各者の役割提案など，構成員の起

業活動への参画意識を高める取組が求められる。

その他，本稿では触れなかったが. I対人(上

下関係)Jからは，代表者や役員が呆たすべきリー

ダーシップの対象として 構成員聞の利害調整が

挙げられている。

本稿でも，仕事の質・量に見合う給与水準の実

現や高齢化現象の中でメンバーが継続して働ける

環境整備の必要性を指摘したが，様々な人材を受

入れる必要性がある以上，法人内の人間関係を如

何に良好に保っかは，代表者や役員等に求められ

る重要な能力のひとつであり，経営継承を図る上

でも大きな課題となる。

これについて，蒲津(3)は高齢女性組織の調査

から，構成員の体力・体調及び世帯内役割等を考

慮した「業務の分業」や，構成員に合意された「計

画」作成，組織への貢献度に応じた「インセン

ティブシステム」等の重要性を指摘している。女
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性起業組織の現状を考慮すると，構成員の能力・

年齢や体力，家庭内での立場等に応じた役割を法

人内でつくり，組織運営面での貢献度合いに応じ

た評価体系を導入することが，共通の取組として

求められることになろう。

また，本稿では. 1理念」を捉える際の課題と

して，法人経営を支える中核的人材の育成を挙げ

たが，後継者の確保・育成を含め，順調な取組が

進む組織は極めて少ない。所属組織の業務に従事

できる年数が 15年未満」と回答した者の割合は，

法人在籍年数5年未満の者の66.7%. 同 5-10年

未満の者の88.2%を占め. 60代を中心に新たな人

材を確保しでも継続性が担保できず，組織として

の世代交代は困難な状況を打開できていない。

構成員の多くが経営の中核には関わろうとせ

ず，一般業務に従事することを望む傾向を蒲

津(3Jは「ジレンマ」と表現したが，本稿でも指

摘したとおり，これらジレンマの解消に向けては，

ビジョン創出による構成員の結束とビジョンの具

体化を図るための経営方針・方向性の提示が求め

られ，これらを検討・合意するコミュニケーショ

ンの場が必要となる。

今後は. DP調査から定量的に抽出された各構

成員の問題意識・関心の程度仁所属組織の経営

実績との関係性にアプローチし，本調査の有効性

を確認するとともに，本調査結果をどのようにし

て女性起業組織の運営改善場面に活用していくか

といった，活用・普及を念頭においた分析に取り

組むことが求められる。
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Analysis of a W omen Lead Business Organization using a Desire-Provision System 
Morale Survey 

Takeo KUBO (Yamaguchi Prefectural Technology Center for Agriculture and Forestry) 
Seiichi SAKURAI (Chiba University) 

This study analyzes the morale of employees who work in a group participation system within 
women lead business organizations in Yamaguchi prefecture. It makes use of a desire-provision sys-
tem morale survey that analyzes four factors: policy， job， relatedness and compensation. This meth-
odology is based on Herzberg's motivation hygiene theory， wherein policy and job factors are consid 
ered motivators. The results of the analysis shows that the morale of employees in women lead 
business organizations is based on the management policies of the organization， as well as the degree 
of unity. As a result of arranged relations between the administrative results and the questionnaire 
survey of the women lead business organizations， factors such as policy， job， relatedness and compen-
sation were close to the administrative results of each organization relation. This revealed that the 
improvement of labor circumstances in organizations is important. The empirical object of this study 
is only one corporation， so this analysis includes some problems， but we want to push forward with a 
future study to contribute to administration improvement of all women company organizations. 
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