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１．秋田県女性農業委員協議会第 7 回総会・研修会を開催
昨年 11 月 18・19 日の 2 日間にわたり秋田市に

演の中で船ケ山さんは、自

おいて秋田県女性農業委員協議会第 7 回総会と女

らの経験談で、地域の方々

性農業委員研修会が 30 名の女性委員の出席のも

からの後押しをいただき、

と開催されました。

家庭での苦労があった中で

総会では、平成 25 年度事業報告と収支決算、平

も委員を続けてこれたこと

成 26 年度事業計画と収支予算などについて審

や、女性農業者の将来のた

議・決定後役員の改選が行われ、髙橋京子会長（潟

めにも、農業者年金が非常

上市）が再任されたほか、新たな副会長に亀田静

に重要であることを痛感し、

子さん（小坂町）が選出されました（新役員後掲）
。

積極的に加入を呼びかけた

引き続き行われた研修会では、全国農業会議所

ことなどお話しされました。

船ケ山美津子さん

の稲垣情報本部長から今通常国会での成立が予定

講演の後、２つのグループに分かれて、日頃の

されている「改正農業委員会法」について情勢報

委員会活動や活動の中で感じた疑問などについて

告後、全国女性農業委員ネットワークの初代会長

話し合いを行いました。

の船ケ山美津子（宮崎市）さんから「仲間づくり

話し合いは熱気に包まれ、出席者からは「もっ

で地域を元気に！」～がんばる女性農業委員への

と時間が欲しかった」という意見が多く出されま

メッセージ～と題して講演をいただきました。講

した。
①

女性農業委員のペンリレー

私の つ ぶ や き vol.５
「紙芝居に取り組んで

～頑張ろう、農業者！～」

― 北秋田市農業委員 佐 藤 利 子 ―

私は議会選出委員で二期目を迎えましたが、当初
は農地法の用語も解らず、負い目を感じていました。
しかし、日々変わる農業情勢と共に、農業委員活動
への期待の高まりを感じる中で「このままではいけ
ない」と自分を奮い立たせました。
私は就農 38 年目になりますが、毎年お米と野菜を
愛情を込めて作っています。農業・農地の大切さと
農業委員の仕事を理解してもらいたいとの想いから、
小学生を対象とした紙芝居作りに挑戦しました。
ところが作物と違い、紙芝居のネタを探すことは
難しいものでした。日中の作業中に頭に浮かんだ事
を、夜、家族が寝静まってから思い出し書き始める
という毎日でしたが、2 年かけて作成した想いの詰ま
った『初稿と絵』を事務局へ持参した時のドキドキ
感は今も忘れられません。

紙芝居をする佐藤利子さん（右から 2 人目）

そして、他の女性委員との話し合いを重ね、専門
用語は容易な言葉とし、絵はＮさんに色付けしても

初演を終えて、反省材料を参考にしながら、また、

らいながら、なんとか紙芝居を完成させ、度重なる

新たなテーマに取り掛かっています。農業委員の皆

練習を経て 1 月 20 日の初演となりました。紙芝居用

さま、事務局、そして農業者の皆さん、逆境にめげ

の木枠と拍子木をボランティアで作製していただい

ずに頑張りましょう！

た男性委員さんや事務局のご協力に感謝いたします。

「今思うこと」
“これからの農業は、
「能業」

意識を変えるべきだとか、自立することだとか、独

だ！”というのは主人の言葉

自性をもって他との差別化を計り生き残る農業を目

であっただろうか？大分前

指していくのだとか、様々な意見が飛び交っている。

のことである。

他人の意見はどうだろう。そう大上段に構えなくて

以前も今も、兼業農家が多

も、農家は生き延びてきた。でもこの年になると新

くを占めているのが地域の

しく挑むことはとてつもなく大きなエネルギーを要

姿ではないでしょうか。

する。半年は雪の中に閉ざされており稲作一本での

後継者が地元の職場や他県

経営は、やはり考えなくてはならない。周りを、地

へと移っても、それでも頑張って続けてきた。高齢
化が徐々に進み労働力不足が目立ってきた中、法人
や集落営農組合、担い手へ農地の集約が進められ、
農地が振り分けられていく。

②

― 湯沢市農業委員 麻 生 良 子 ―

域を含めてどうなっていったらいいのかを。
農家を続けていきたい。だから今「能業」が必要
なのだ！！

２．農業委員会法改正の骨子示される
昨年から検討が行われ、今国会において可決・成

通じて得られた知見に基づき、農地等の利用の適

立を目指している農業委員会法改正案の骨子が示さ

正化の推進事務をより効率的かつ効果的に実施す

れました。法案の名称である「農業協同組合法等の

るため、必要があると認めるときは、関係行政機

一部を改正する等の法律案」は今回改正される農協

関に対し、農地等の利用の最適化の推進に関する

法、農業委員会法、農地法、その他関連法案改正内

施策の改善についての具体的な意見を提出するこ

容を示したもので、一括で国会提出され審議される

ととなりました。

こととなっています。平成 28 年 4 月 1 日施行予定の、
この改正案の概要についてご紹介します。
１．農業委員会の選出方法の変更

⇒要するに建議は廃止されますが、引き続き行
政等に対し意見等を申し出ることは可能です。
４．農業委員会ネットワーク機構

①農業委員の公選制は廃止し、市町村長が市町村

都道府県知事又は農林水産大臣は、農業委員会

議会の同意を得て任命します。その際、市町村

相互の連絡調整等の業務を適正かつ確実に行うこ

長は、農業者等に対し委員候補者の推薦等を求

とができると認められるものを、都道府県又は全

め、或いは募集し、推薦等の結果を尊重しなけ

国にそれぞれ一を限って、農業委員会ネットワー

ればなりません。

ク機構として指定することができ、都道府県農業

②農業委員の過半は、原則として認定農業者でな
ければなりません。
③議会推薦・団体推薦による選出は廃止されます。
④この法律の施行にあたり、現に在任する農業委

会議又は全国農業会議所は円滑に機構に移行でき
ることとされます。
⇒都道府県農業会議ならびに全国農業会議所は一
般社団法人となります。

員については、所要の経過措置を設けます。
５．農業委員会の事務局の強化
２．農地利用最適化推進員
①農業委員会は、農地利用最適化推進委員を委嘱
し、推進委員は担当区域において、農地等の利

農業委員会は、必要な知識及び経験を有する職
員の確保及び資質の向上を図るよう努めるものと
します。

用の最適化の推進のための活動を行います。
②推進委員は農業委員と兼ねることができず､推

◎今後の日程（見込み）

進委員は、担当する区域内における農地等の利

4 月 3 日（金）

用の最適化の推進について、農業委員会に出席

4 月 12 日、26 日 地方統一選挙

して意見を述べることができます。

5 月連休前後

改正法案審議開始？

6 月 24 日（水）

今通常国会会期末（延長？）

３．農業委員会の事務の重点化

閣議決定のうえ、国会に提出

（成立？）

①農業委員会は、農地法に基づく権利移動等に関
する許可業務のほか、農地等の利用の最適化の

28 年 4 月 1 日

施行？

推進を行います。
②農業委員会の法令事務としては、
「農業・農民に
関する意見の公表」
（現行農委法第 6 条第 3 項）

※今後も、政令、省令の検討にあたり、組織や現場

等は規定しないものとします。

としての意見を反映させていくため、要望・要請活

③一方で、農業委員会は、その所掌事務の遂行を

動等を展開していく必要があります。

③

３．全国女性農業委員ﾈｯﾄﾜｰｸ総会

４．東北･北海道ﾌﾞﾛｯｸ女性農業委員研修会

女性登用促進研修会が開催

が開催
平成 26 年 11 月 28 日、青森市「青森市男女共同参

全国の会長のみなさん

画プラザ」において「東北･北海道ブロック女性農業
委員研修会」が東北・北海道各地から女性農業委員
ら 149 名(本県 22 名)が参集し開催されました。研修
では、
「女性委員登用促進運動への取組と成果」をテ
ーマに事例報告や意見交換が行われました。事例報
告で苫小牧市農業委員会の丹羽秀則会長は、
「女性委
員には、まず入ってきてもらうことが大事。環境は
人を作る」と語り、総会の際には「その他の案件」

平成 26 年 12 月 11 日、東京都「主婦会館」におい
て、
「全国女性農業委員ネットワーク総会」が開催さ
れました。当日は会員・関係者等 70 名（会員 35 名）
の参加のもと平成 26 年度活動報告、平成 27 年度事

として女性委員に必ず発言させている事例を紹介し
ました。
平成 27 年度この研修会は、秋田県が当番で開催さ
れますので、みなさんのご協力をお願いします。

業計画が承認されました。また、総会に先立って開
催された理事会において、農業委員を退任された会
長の船ケ山美津子さんに代わり、副会長の伊藤惠子
さん（みやぎアグリレディース 21 会長、美里町農業
委員）が 2 代目会長に選任されました。

熱心に話に聞き入る本県の参加者
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
秋田県女性農業委員協議会新役員(～H28)
会 長 髙橋京子（潟上市、選挙委員、再任）
副会長 山田貞子（美郷町、選挙委員、再任）
総会に引き続き、「女性農業委員登用促進研修会」
が開催され、今年度より「女性農業委員登用促進ア
ドバイザー」として委嘱された各府県女性農業委員

〃
監

亀田静子（小坂町、選挙委員、新任）
事 齋藤久江（にかほ市、選任委員、再任）

〃

木村由美子（横手市、選挙委員、再任）

協議会役員など 139 名が出席し、研修を行いました
（本協議会からも髙橋京子会長、山田貞子副会長、

行 事 予 定（決まっているもの）

亀田副会長が出席）
。
研修では、6 グループに分かれ、女性農業委員の登

平成 27 年度女性農業委員協議会総会・

11 月

研修会

用対策、後継者の育成、女性農業委員に求められる

北海道・東北ブロック女性農業委員研修会

役割、仕事などについて意見交換が行われました。

3 月 9 日 第 12 回女性農業委員活動推進シンポジウム
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