発 行 日 平 成 29 年 3 月 31 日
秋田県女性農業委員協議会
１． 県内３カ所で「農業委員会への女性登用促進に係る地区別検討会」を開催

にかほ市農業委員による事例発表(秋田市会場)

農業委員会会長、現職女性農業委員、事務局を参集し
ました（大館市会場）

平成２８年１２月１２日（月）～１３日（水）
の３日間、秋田市(ルポールみずほ)、横手市（ウ
ェルネス横手路）
、大館市(プラザ杉の子)の３会場
で、農業委員会会長、女性農業委員（本会会員）、
事務局の延べ 78 名が参加し「農業委員会への女性
登用促進に係る地区別検討会」を開催しました。
検討会では、県内で既に新体制へ移行した農業
委員会から、勇気を出して自薦したことや、本協
議会から推薦を受けたこと等、委員候補への応募

から選出までの経緯等について事例報告をいただ
きました（にかほ市農業委員会 齊藤久江 委員、
佐藤久美子 委員(12 日/秋田市)、井川町農業委員
会 湊たつ子委員(13 日/横手市)、井川町農業委員
会 板垣順子委員(14 日/大館市)）
。
女性の確保に向け参加者全員で意見交換を行い、
出席した農業委員会会長から「現状（2 人）より
も更に女性を増やしていきたい」
「現在、女性の登
用が無いが新体制移行の際には 2 人以上の登用を
目指したい」等の意見をいただきました。

２．女性農業委員・女性農地利用最適化推進委員候補者の推薦を実施しています

候補者の推薦を決定し推薦書を手渡しました

本協議会では「女性農業委員・女性農地利用最
適化推進委員推薦要領」を定め、登用促進の足場
作りに向けた女性候補者の推薦に取り組んでいま
す。
１月２７日には選考委員会を開催し、この日ま
でに事前に推薦依頼のあった９名（うち１名は会
員以外）の候補者推薦について決定しました。そ
の後も市町村の公募開始時期に応じて書面議決等
を行い、３月末までに１５人（うち２人は会員以
外）の候補者を推薦しております。
（４面参照）

３．市町村長への要請活動の取組み
～地元の現職女性農業委員の皆様と一緒に要請活動を行っています～

北秋田市 津谷永光市長へ要請（2 月 6 日）

五城目町 渡邉彦兵衛町長へ要請(3 月 27 日)

由利本荘市 長谷部誠市長へ要請（2 月 7 日）
平成２９年７月に県内１７市町村の農業委員会
が新体制に移行することを受け、３月２７日（月）
までの間に１４の市町村長に対する直接の要請活
動を実施しています。また、１６の市町村におい
て現職女性農業委員、会長、事務局との個別の意
見交換を行いました。
要請の際は、本協議会役員のみならず可能な限
り地元現職女性農業委員の皆様にも同席いただき、
共に想いを伝えて参りました。

４．秋田県女性農業委員協議会第 10 回総会（臨時総会）を開催
１月２７日、秋田県女性農業委員協議会第１０
回総会（臨時総会）を女性農業委員２１名の出席
のもと秋田市「社会福祉会館」にて開催しました。
議案では規約を一部改正し、年会費の徴収を当該
年度の８月１日時点の会員に対して行う規定を新

設したほか、平成２８年度事業計画を一部変更し、
登用促進の対象を平成２８～２９年度中に新体制
へ移行する農業委員会に拡大しました。また、平
成２９年度の事業計画についても承認いただきま
した。

５．平成 28 年度東北・北海道女性農業委員研修会 山形県山形市 で開催
「平成 28 年度東北・北海道ブロック女性農業委
員研修会」が平成 28 年 11 月 17－18 日の日程で山
形県山形市において開催されました。総勢 193 名
の出席で、秋田県からは 21 名が参加しました。
17 日は「ホテルメトロポリタン山形」
を会場に、
NPO 法人全国地域結婚支援センター 坂本洋子氏よ
り、
「婚活にみる地域目線の変化」をテーマに記念
講演が行われ、農村における婚活の課題等につい
て学びました。また、日程修了後の交流会 PR タイ
ムでは本県の有志 13 名で登壇し秋田県を PR しま
した。
18 日は「霞城公民館」を会場に「女性農業委員
としての活動を本気で語り合おう！」をテーマに

意見交換を行い、
「委員会の中に『食育専門家委員
会』を立ち上げ、活動している」等、活動強化に
向けて想い想いの意見を出し合いました。

17 日の交流会で秋田県を PR したメンバー

女性農業委員のペンリレー

―

羽後町農業委員

原田敬子 さん ―
議会の推薦を受け、１期 3

今の農業は、感じて、触れて、視点も角度も自由

年目になります。分からない

な多角経営に取り組む事例もある一方で、後継者や

事ばかりの 1 期目でしたが、

婚活について課題を抱える場面もあります。こうし

３期目の佐藤美穂さんが笑顔

た中で、女性が若い世代にアプローチし、例えば、

で迎えてくれ、無知な自分に

食育活動を通じて子供達が「ちょっといいね、農業

打ちのめされずに済んだのか

って！」と農業の魅力に気づいてもらえたら、と思

もしれません。

います。全国の女性農業委員の大会に参加し、活動

また、羽後町の男性農業委員はとても紳士で勉強家

報告、事例発表などを聞くと素晴らしい事ばかりで

です。相談出来る仲間に恵まれた事を感謝します。

す。達成感があり、女性の視点ならではと感心され

県内外の研修では学ぶ事ばかりです。様々な地域

ます。地域の中で私達も頼られる女性農業委員を目

特有の気候風土形態の中での経営のあり方を知り驚

指したいと思います。

くばかりです。農業の奥の深さ、計り知れない魅力
を大いに感じています。

―

羽後町農業委員

佐藤美穂 さん ―
昨年、私たち羽後町に道の

きました。今この時代、何かを忘れてしまった農業

駅「端縫いの郷」がオープン

の心を諭されたミュージカルで感動して帰ってきま

しました。

した。会場は小学生や中学生などで満席でしたが、

準備会から３年、産直会も
立ち上げ、自分たちの作った
作物を直接お客様に売れる喜

この子供達の目には、心にはどのように映っている
のか気になるところでした。
私は何もわからず農業委員になって３期目になり

びを味わっているところです。 ました。周りの女性の方々から男性には聞けないけ
同時に人間関係の難しさなど悩めることも多々あり

ど聞きやすいと質問されることがあり、女性農業委

ますが、作る楽しさ、売れる喜び、喜んでもらえる

員の存在の大切さを感じています。そして、自分自

幸せを感じる仲間達が増えていけば耕作放棄地も減

身もっと勉強しなくてはと感じています。

っていくのではないかと感じ頑張っている日々です。

毎年行われている全国女性農業委員活動推進シン

私は花卉専業農家です。花を通じて花育活動にも

ポジウムに参加し、全国の委員の方々から刺激を受

力を入れたいと思っています。毎日のように報道さ

けて帰ってきます。中でも初めて参加した年に秩父

れる、いじめや、そのことで起こる自殺など痛まし

市の横田さんは『農業の”農”は”脳”だ』と言い、

い事件が多々あります。食育は体の栄養、花育は心

１反歩１００万の収益になると発表され、素晴らし

の栄養として２つ合わせて子供達を守るためにも道

い脳を持っている人だと驚くばかりでした。昨年は

の駅で活動していけたらと思っています。

会場にて、単行本『ニッポンの食と農この１０年』

先日、種苗交換会を始めた石川理紀之助のミュー

を出版された見城美枝子さんと一緒に写真を撮って

ジカル『新リキノスケ走る！』を２回も観に行く機

きました。本には「食の自給なくして国の自立なし」

会がありました。七転八倒の生涯を演じたものでし

と書かれ、食の大切さ、女性参画の必要性を書かれ

たが改めて農業の原点、農地の大切さ、農地、作物

ている本でした。全国の女性農業委員の方々の熱意

を見定める自分たちの眼と、行動力の強さを感じて

と活動に勇気と意欲を貰い帰ってきます。

③

今年度から農業委員体制も変わり、女性協会長、
副会長には全県の市町村を回って頂くご尽力を賜り

も微力ながら農地を守り、農地としての有効活用に
頑張っていきたいと思っております。

大変有難うございました。ご苦労様でした。私たち

―

小坂町農業委員

亀田静子 さん ―

男女共同参画がうたわ
れてしばらく経ちますが、
世の中はどこまで変化し
たでしょうか。
戦後、女と靴下は強くな
ったといいますが、生きて
行くために無我夢中でが
んばってきた姿でもあり
ます。
今年は大きな変革の年になるといわれています。
アメリカでは政権がトランプ大統領へと変わり、
秋田でも、市町村でも、トップの交代が吉か凶か、
やってみないとわからないというのが実情でしょ
う。農業委員会も多くのところでトライの年にな
ります。
「委員の任命にあたっては、委員の年齢、性別
に著しい偏りが生じないように配慮しなければな

らない」とされているにもかかわらず、女性を一
人も任命していない委員会や、50 歳未満の若者を
一人も任命していない委員会があるとの現状も伺
っています。
「役は人を育てる」最初からパーフェクトな人
はいません。意欲を持って農業に励んでいる人材
の発掘に努め、若者と女性の登用に積極的に門戸
を開いていただきたい。そして農業委員に任命さ
れて終わりではなく、自分のすべき事を認識して、
活動していかなければなりません。
日本の農業が大きく変わる時であり、私たちの
意識も変わっていかなければ生き残っていけない
と強く感じています。
女性登用の目標値を設けなくても、男女が共に
認め合い、支え合って活躍できる社会に早くなれ
るよう願っております。

◇本協議会での候補者推薦の取組について（補足）◇
本協議会における「女性農業委員・農地利用最

方が推薦を依頼する場合この際に面談を行いま

適化推進委員推薦要領」では、改正農業委員会法

す）。推薦が決定すると、事務局は推薦書を作成し、

下での女性農業委員・女性農地利用最適化推進委

被推薦者本人へ郵送等でお渡します。推薦書は被

員登用に向けた取り組みを強化する一環として、

推薦者本人から市町村へ提出していただきます。

地域内に登用を目指す女性を推薦する母体が見当

本協議会への推薦依頼を行いたい際には、事務

たらない場合等、必要に応じ本協議会より推薦要

局（(一社)秋田県農業会議）までお問い合わせくだ

領に基づき推薦を行うこととしております。

さい。

推薦を受けるには、本協議会所定の「推薦依頼
書」と履歴書を事務局に提出していただき、その
内容をもとに会長・副会長で構成する選考委員会

※事務処理に数週間を要す場合がありますので、
公募期日が迫ってからの依頼には対応出来ない場
合がございます。

が推薦の可否を決定します（※協議会会員以外の
○推薦までの流れ○
事務局（農業

推薦依頼書・履歴書を

協議会で面談の可否を協議(会員以外の場合は選考

推薦書の必要箇所に

会議）に問い

作成し、事務局(農業

委員(正副会長)と面談) ⇒推薦決定の場合、事務局で

押印し、市町村へ提

合わせ

会議)へ提出

推薦書を作成・被推薦者本人へ郵送等でお渡し

出
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☆

あとがき

☆

皆様のご協力により、年度末の慌ただしい中にも関わらず県内各地で要請活動・意見交換会を実施出来ました。大
変にありがとうございました。紙面を通じて皆様の思いを伝えていきますので、ご意見・ご感想をお寄せください。

④

⑤

