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第 3回 喜楽長 喜多酒造株式会社
蔵元 喜多 麻優子様インタビュー （ Vol.3）
私たち公認会計士は、会計監査人やアドバイザーとして企業を中心とした各種団体に関与しており、その
ような経験を通して事業の永続性について考える機会が多くあります。代を重ねて長く続いている企業は、
伝統を守りつつも必ず革新し続けており、特に京滋地区に於いては100年以上の老舗が多く、長く続くため
の風土が地域に根付いているように感じます。
その中で、これまでの会報においては、京滋地区においては大学が多く学生の街とも言われることから大
学の理事長や学長へインタビューさせていただきましたが、2021年は女性経営者層・女将へのインタビュー
記事の掲載を行っていきます。「伝統と革新」をテーマにマネジメントに関するお話や、今後の展望など日々
お感じになられていることをお伺いすることにより、その知見は私たちにとって参考になるものと確信して
おります。
今回は、喜楽長 喜多酒造株式会社の蔵元 喜多麻優子様へお話をお伺いしました。

実
施
日 ： 2021 年４月６日
実 施 場 所 ： 喜多酒造株式会社
インタビュアー ： 会
長 中野雄介
会報部長 川元麻衣
※紙面の都合上、当インタビューは2021年10月号から当月号までの連載となります。
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発信することの重要性について

（専務）男性の方が得意な分野と女性の方が得意な
分野がありますが、大きな目で見たら、だいたい

（川元）その発信っていうのが、本当に必要な時代

一緒なので、その中で女性らしくとか、男性らし

になってるのは痛感するところで、我々会計士も

くとかではなく、社会とか大きな流れの中で貢献

ずっとパソコンと向かい合ってることが多いです。

していくみたいなことを私はやりたいなと思って

内向きではなくて、何か発信していけたらいいの

いて、皆さんのマインドがちょっとずつそうなっ

になというのは会計士業界としても思うところで

ていくといいかなと思います。今はたぶん意識的

す。発信することで、誰が見てるか分からないん

に女性の活躍を推し進めている中で、どうしても

ですけども、一人でも業界に興味を持ってもらえ

その推し進めに乗り切らない女性が苦労されてい

る人が増えたら、業界としても若返ったりとかす

ると思うところもあります。男性も女性も同じ社

ると思うので、それが大切だなと、こちらの業界

会の一員として求められていることというのはあ

でも思います。発信されたことを見ることで、自

ると思うので、そういったところを着実にやって

分のイメージと違う部分の発見になることもある

いけたらいいなと思います。

と思いますし。

（川元）ありがとうございます。私達も士業という

（専務）そうですね。酒造りのイメージでいうと、

ところで、それほど男性と女性との差を感じたこ

もちろんスタートのアイデアであったり、売り方

とは、今までないんですよ。他の女性経営者の人

の部分っていうのはアーティスティックな部分も

にお聞きしても、そのような差はあまり感じたこ

大きいんですけど、どちらかと言うと、自分たち

とはないとおっしゃる方が結構多くて、たぶん社

の決めたものに育てていくということだと思いま

会で問題になっているのは、そのような差が割と

す。ワインですと、比較的ぶどうの出来によって

バンと２つに別れちゃってる状態にはなっている

味わいが変わるので、ぶどうを作ることは熱心で、

ような部分だと思います。専務のように、酒蔵を

気候条件により当たり外れもある中でやってらっ

女性が！というインパクトは大きいと思うので、

しゃるんですけど、日本酒の場合、米がいい、出

勇気づけられる人がいっぱいいると思います。

来が悪いというのはもちろんあるんですが、その

（専務）こっちへ帰ってきた時には、女性だからで

中で、どうやって技術力で補っていくのか、とい

きること、例えば、女性らしいお酒とか、女性が

う感覚はやはり日本人的なんだなと思っています。

楽しめるお酒を造ってよってすごく言っていただ

そのため、すごく緻密な表現者というよりかは、

いて、すごくそれがありがたかったんですけど、

技術者みたいなニュアンスが強いので、何かそう

皆さんが求めてることが、喜楽長に対してじゃな

いう技術を持たれた皆さんとある意味通ずるとこ

くて、喜多麻優子であって、喜多麻優子って言う

ろがあるのかなと思っています。

よりは女性の若い子に求めているという感じでし

（会長）そういうところに逆に気づいて、なるほど
と思いました。

た。私も、喜楽長ベースでやれないかなといろい
ろしたんですけど、あんまりしっくりこなくっ
て…世の中から女性だからこそ求められることと、
自分の女性としてやってみたいこととのギャップ
というのはあると思います。「女性だからこそ」
という期待をいただいてやっていたので、そこが
ある意味うまくできなかった窮屈なところもあっ
たんですけど、逆にそういうのが関係ない業界で
働かれている女性もいると思いますし、そのよう
な方はまた別の葛藤を抱えられているのかもしれ
ませんね。

（川元）最近の社会情勢として、本当に女性の雇用

（会長）まわりも、自分たちではできないことを何

や活躍が推進される中、コロナっていう不可避な

かやってくれて、その発想を業界全体にもらいた

状況が入って、それで職を失われてそれで女性の

いという思いもあったんじゃないですかね。

自殺率とかも増えているようですが、同じ女性と

（専務）すごくご期待いただいてて、それが喜楽長

して、しかも経営者の立場として、何か感じられ

とうまくドッキングさせられたのが、ここ最近、

ていることはございますか。

やっと最近かなと自分自身も思います。それまで
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は、若い女性であること、新しい風を吹かすとい

（専務）私は兄と妹がいるんですよね。男性の兄が

うことのご期待と喜楽長の今までのイメージとが

継ぐだろうとみんな思ってたのですが、兄はもう

すごくマッチしてなくて、私自身もしっくりきて

ちょっと違う道があったもんですから。私は子供

なくて、でも期待に応えたいなあ、せっかく女性

の頃から、酒蔵では神聖なものを造ってるってい

が蔵に入ったんだからという気持ちと、ちょっと

う教育はすごく受けてきたので、これを誰かが残

葛藤していたところがあったんですけど、いろい

さなければならないという思いはすごくありまし

ろ段階を経て、その分自分のやれるフィールドが

た。いざ自分が大人になってきて、これ残してい

あってというのが良かったかなと思います。

きたいなあと強く思うようになりました。いざ私

（会長）たとえば歌舞伎とかでも、猿之助とか團十

がやりたいって父に言った時に、「じゃあ麻優子

郎とかいって、おんなじ團十郎なんだけども、今

がやりたいと思うなら、苦労するけどやってみた

度はどんなことしてくれるんだろう、襲名した次

らいいよ」と言ってくれたのがすごく思い出に

の團十郎はどんなんやろうと期待というのがある

残っています。

ように、ファンは、喜楽長っていうブランドに期

（会長）それはいつ頃ですか。

待してて、
「なるほど今回の喜楽長はこれできたか」

（専務）高校の時に進路決める時、中学３年の時に

みたいな、そういうコミュニケーションがたぶん

どういう感じで進もかなという時に、こういう方

あると思うんですね。それに応えていこう、その

向で行きたいわっていう話しをした時に、そうい

期待を超えていこう、というのがたぶんやりがい

うふうに言ってくれました。女性だからでもなん

になれているのかなあと感じました。

でもなくトライしてみたらいいよと言ってくれた

（専務）また、社内の女性の比率が上がるというの

のはすごく良かったです。今でもやっぱり酒蔵を

はすごく大事だと思います。うちでも、女性は私

女性が継ぐというのは珍しいのに、その時分に、

とパートさんだけなので、女性比率を上げたいで

女性だと苦労するよとか否定されなかったことっ

す。小さな会社ですけど、無理にでも女性比率を

ていうのは印象深く、やってみたらいいよって言

あげていくことは、あとに入ってくる女性の方が

われた時は、ほんまかいなと思っていました（笑）

やりやすくなるということになりますから。酒蔵

（会長）たらればですけど、お兄さんが、もしも俺

は男性社会で、力仕事が多いので、力仕事で言え

が継ぐって継いでたとしたら、どうでしたか。

ば女性は男性と同じバランスで働けないですよね。

（専務）たぶん継いでなかったと思います。喧嘩す

普通の仕事でいうと

るから。うちみんな気強いので。でも一緒にやっ

一人前だと思うんで

てたかもしれませんね。

すが、蔵にいると、

（会長）でも逆に、それだけ強い思いがあるという

自分が一人前かとい

ことは、喧嘩するからやめようと思っていたら、

うと、どうしても体

何かもんもんとしたものが残ったかもしれません

力的な仕事ではぜっ

ね。

たい一人前ではない

（専務）そうですね。兄弟でやられるお蔵も多いで

ので、そういう点で

すしね。私は、兄がやらなかったから御鉢が回っ

バランスが崩れるの

てきたという、今のところそう見えている部分も

に男性たちも慣れて

ありますけど、そうではなかった。私はここを残

いかないといけない

したかったし、それは生まれる順番とか男女とか

と思います。

関係なく、おっしゃっていただいたとおり、たぶ
んそうなってもやっていたと思います。喧嘩しな

継ぐという意志について
（会長）最後にひとつ聴きたいことがあります。継

がら。
（会長）今の思いを聴いて、これからの時代は、女
性と男性って平等が一層進んでくる時に、やっぱ

ぐんだという意志を持ってこの喜楽長を継がれた、

り女性でも私が継ぎたいという人が、兄弟の中に

今も女性とか男性とかじゃなくて、引き続き続け

いて、お兄さんもやってるから私は引かなあかん

ていくことが私の役割なんだとおっしゃってたん

と思うような人が出てきた時に、その思いをどこ

ですが、そのような意志をいつ頃から持つように

に持って行ってあげたらいいんだろうなと思いま

なったのでしょうか。

した。男兄弟のときは、たぶん、弟は一緒に会社
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に入れるのかどうかとかいうのを普通に議論して

賀県内のいわゆる大手さんじゃない地酒の蔵でや

たんだけども、これからは女性であっても、そう

りたいですって言ってくださって、縁があって来

いう思いはちゃんと聴いてあげないと、と思いま

てくださったんですが、本当にすごいなと思いま

した。

すし、そのような存在には感謝しています。

（専務）そうですね。何となく男女で生まれると男

（会長）本日はお忙しいところありがとうございま

の子が継ぐだろうであったり、お姉ちゃんと弟

した。

だったら一緒に仕事入っていても弟が主で、お姉
ちゃんがサポート、という形が多いですもんね。
もちろん、それは個人の適性もあるかもしれませ
んが、自分も親になった時に、そうではなくフラッ
トにその子自身の適性を見てあげる、私がそれを
やってもらえたのはある意味ラッキーというかあ
りがたいことでした。私は、この家で日本酒をよ
り近くにして生まれたので当たり前ですけど、
やっぱり今やってくる若い方、日本酒造りたい、
日本酒業界に関わりたいっていう方は、自分で日
本酒という業界を選び取った人たちですから、な
んかいい意味でモチベーションが違いますね。私
たちよりも日本酒のことが好きというか、想いが
強いと思います。それは仕事する上ですごく大事
で、もちろん想いが強すぎて、理想が強すぎると
いうことがあるかもしれないですが、やっぱり想
いが強いっていうのは、何を扱うにしてもぜんぜ
ん気持ちが変わるので良いと思います。よう学校
出てすぐ日本酒業界にと思うとすごいなぁと。25

喜多酒造様の敷
地内にある樹齢
約300年の木

歳ぐらいで新卒で入った子なんかは、飲食業界で
バイトしてて、日本酒に興味がすごく湧いて、滋

喜楽長
所 在 地

滋賀県東近江市池田町1129

連 絡 先

TEL：0748-22-2505

事業内容

日本酒の製造・販売

商品紹介

 楽長辛口純米吟醸・喜楽長純米大吟醸愛おし・
喜
喜楽長大吟醸敬いし 他

沿

実り豊かな近江米の収穫できる近江の国の湖東
平野の八日市で、初代の喜多儀左ェ門が酒造り
を始めたのは、文政３年（1820年）。当時は屋
号を天満屋と称し、近隣の農家より米を買い受
け、酒造りをしておりました。以来、酒造業を
代々受け継いできました。
『喜楽長』という銘
柄は、お客様に喜び、楽しく、酒を飲みながら、
長生きをしていただけるようにと、念じつつ名
づけたとのことであります。

革

公式HP
https://kirakucho.com
公式Facebook https://www.facebook.com/nihonshukirakucho/
公式Instagram https://www.instagram.com/kirakucho/
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インスタグラム
ＱＲコード

公式HP

喜多酒造株式会社

N
琵琶湖
愛知川
近江
八幡
八日市
喜楽長 喜多酒造

