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早いもので、昨年９月に「女性農業委員だより」を創刊して１年が経ちました。この１年、農業委
員会をめぐっては様々な動きがありましたが、女性農業委員会だよりでは、その時々の情報をお伝え
するとともに、女性農業委員の活動をお伝えしてまいりました。今回の「第４号」は、創刊１周年を
記念して、
「私のつぶやき特集号」として、発行いたします。発行にあたり寄稿いただいたみなさん、
どうもありがとうございました。

1.

女性農業委員のペンリレー

私のつぶやき特集号！！
Vol.4
「女性の繋がりを力に」

― 潟上市農業委員 舘岡

美果子 ―

私は縁あって農業委員にさせていただきました
が、早いもので１期３年が過ぎました。
私は果樹農家の娘として生まれ育ちました。果
樹が中心の経営だったので、小学生まで家族で作
業をしていた田んぼは、今では作業委託していま
す。
秋田の基幹産業は農業であり、農業の主体は米
であると思っています。国の政策の変化により、
いろいろありますが、まだまだ勉強不足と思われ
る事も多くあります。
化しても女性ならではの柔軟な発想を活かして対
農業委員としての２期目に入りました。私自身、
応していけば時代に即した経営に取り組めると思
良き先輩に恵まれ多くの事を教えていただき楽し
っています。その力を備
く充実した１期目の３年間でした。
えるためにも、秋田県農
今後とも知り合えた多くの女性の農業委員の
業の先端の情報力を持つ、 方々とさらに情報交換を行い、濃密なネットワー
農業委員会組織のネット
クの構築に努めていきたいと思っています。
農家は多くの影響を受けます。しかし、大きく変

ワークを最大限活してい
くべきだと思います。

【今回の内容】

女性の農業への接し方

１．私のつぶやき特集 ・・・・・・・①～③

には、子育て中だから出

２．女性農業委員会が４４名に・・・・・・④

来る事、娘に教えなけれ

３．農業委員会改革検討スタート・・・・・④

ばならない農業の事など
①

「今こそ母ちゃんパワーを！！」
就農してから、早４０年、

― 秋田市農業委員会 嘉藤 五月 ―
農業委員の仕事の内容も解らず、総会に参加して

「種をまき、育て、収穫をす

も１年目は流れを覚えるのがやっとでした。女性

る。」この繰り返しの毎日で

農業委員として何をするべきか、日々モンモンと

したが、直売所の開設、農業

していたところ、一昨年、
「全国女性農業委員活動

体験の受け入れ、又食育活動

シンポジウム」に参加させていただき、皆さんの

など、ここ数年、忙しさの中

熱気に圧倒され、農業を守ってきた母ちゃんパワ

にも実りのある充実した活

ーを実感して参りました。

動が出来たのではと自負し

農業を取り巻く課題は増すばかり。先行きも見

ているところです。こんな私に、地元ＪＡ女性部

えず、不安もありますが、安心・安全の作物をつ

の代表として、農業委員の話が舞い込みました。

くり、食と農の大切さを広めて行くことが、いつ

長年、農業はしていても、農政には関心がなく、

の時代も私達女性の役目ではないでしょうか。

「農業の未来のために」
農作物は多くの実りをつけ今、潟上市農業委員

― 潟上市農業委員 髙橋 京子 ―
農業委員会は「農地を守り、

会の圃場も収穫期を迎えています。６月に元気な

農地としての有効活用を促

保育園児２２人が、当農業委員会圃場にやってき

進する」ことが基本的な使命

ました。
「よろしくお願いします」と頭を下げ、早

です。公選制廃止から市町村

速大豆の種まき、さつまいも苗の植えつけ作業開

長の選任性への移行、農業委

始。小さな手で一生懸命作業する姿がとてもかわ

員定数の削減、農地利用最適

いらしい。「やったあ!」「できた!」「手伝って!」

化推進委員の新設、農業者の

とあちらこちらから声が響いてきて、私達農業委

意見の公表等の法令業務か

員のオジサン、オバサン達は今話題となっている

らの削除、農業委員会ネットワークとしての役割

農業委員会制度改革、ＴＰＰ問題等のことを一時

の見直し等の改革が現在進められています。これ

忘れるほど、気持ち良い汗を流し楽しい時間を過

らは組織の根底を覆すもので、改革の行方を大変

ごしました。

危惧しているところです。

間もなくの収穫には大きな袋を持って来ること

私たちは、この子供達が大人になり、将来農業

を約束しています。元気な笑顔がいっぱい見られ

の担い手となったときのために、今やれることを

るのがとても待ち遠しいです。

精一杯行っていかなければなりません。
子供達が、土に触れ、作物を育て、健全な心を
育て、自国の農業で大きく胸を張って生きていけ
ることを願っています。

②

「女性農業委員として伝えたいこと」

― 大仙市農業委員 佐々木

京子 ―

大仙市農業委員会になってから、女性委員は一
人でしたので、もっと女性委員がいてくれたらと
思いました。大仙市は地域も広いので、毎月の総
会案件は多くなっています。それだけ土地の流動
化も激しいし、問題もたくさんあります。高齢化、
担い手不足、増える耕作放棄地、条件の良い場所
は法人化が進む一方で、中山間地は、集積が難し
く遊休化しやすいという現状を見るにつけ、そし
て現場の声を聞くたびに、農地パトロールの大切
な役割を知る事ができました。

私も山間地に居ながらグリーンツーリズムを通

どこも同じような問題はたくさんあると思いま

して都会の子供達や大学生、社会人に農業体験を

すが、そんな中で「母ちゃん達が元気なオラほの

してもらい、農業、農村の現場を見てもらう活動

法人は活気があっていいぞ。」という委員の声を

をしています。食の大切さなども伝える事ができ

聞きました。色々作付をしていく中で、女性なら

たらいいなと思っています。農業者にとって大変

ではのアイディアがどんどん出て来て、直売や加

厳しい時ですが、女性農業委員をもう少し増やし、

工部門でも女性の感性が進化してきていると言い

女性の目線で活躍できる事に期待したいと思いま

ます。農業の衰退をくい止める一つの原動力にな

す。

って行けると感じます。

「がんばって！

女性農業者のみなさん」

― 秋田市農業委員 堀井 明美 ―

私が身近にしてきた農村

り、農業政策も新しい時代を迎えている中で、女

社会は、土に染みた人情と、

性の基幹的従事者のいる経営体は、販売金額が大

お互いに支えあう温かい社

きく、経営の多角化に取り組む傾向が強い、とい

会です。十数年前、母に痴呆

うデータを見つけ、納得しました。

の症状が表れ、落ち込んでい

女性は、地域農業の振興において更に重要な役

る時に、母と一緒に挑戦でき

割を果たしていくべきであり、６次産業化等の担

るのは、初めて経験する畑仕

い手としても大きく期待されております。その能

事でした。毎日危ない足取り

力の発揮を一層促進していく為にも、多くの皆様

の母と手を繋いで畑に通う私に、真っ先に声をか

からの支援の手が必要であり、その道筋を示して

けてくれた近所の方達、
「ガンバレ、ガンバレ」と

いただける事を期待いたします。

声をかけてくれるお母さん達、朝起きると玄関先
にたくさんのキュウリやナス等の苗が置いてあり
ました。嬉しさで涙を堪えながらの自分を思い出
すたびに、農村に生まれ育った事に感謝していま
す。
現在、女性農業委員として、今までと違う角度
から農業を見ると、長い歴史の中で女性が果たし
てきた役割の大きさに驚いています。時代は変わ

※

お 詫 び
今回「私のつぶやきＶｏｌ.４」に寄稿い
ただいた、秋田市の嘉藤五月さん、大仙市の
佐々木京子さんは、７月の改選で、農業委員
を退任されました。任期中に発行できず大変
申し訳ありませんでした。深くお詫び申し上
げます。
お二人のこれからのご活躍を心よりご祈
念申し上げます。

③

２．女性農業委員が４４名に

～第 22 回農業委員会統一選挙結果～

第２２回農業委員統一選が去る７月に執行されまし

ていない農業委員会の解消」を目標に運動を展開し、

た。秋田県内では１７の農業委員会が改選となり、

市町村・議会に働きかけを行いました。その結果、新

３１７名の農業委員が当選しました。そのうち新任は

たに八郎潟町において女性農業委員が誕生したほか、

６２名で総数は６０６名という体制となりました。

総数も改選前の３７名から４４名（女性農業委員の割

このたびの選挙では、特に女性の「一農業委員会あ
たり複数の選出」と「女性農業委員が一人も登用され

合：7.3％）となるなど、取り組みが大きな成果となり
ました。

３．農業委員会改革 検討スタート
平成２６年６月２４日、国は「農林水産業・地域の活
力創造プラン」を改訂し、農業委員会の制度改革につ
いて規制改革推進会議での議論を受け、取りまとめま
した。その概要と今後の日程についてご紹介します。
◎農業委員会改革のポイント
１．選挙・選任方法の見直し
(1)選挙制度、議会推薦・団体推薦による選任制度
を廃止
(2)事前に地域からの推薦・公募のうえ、市町村議
会の同意を要件とする市町村長の選任制に変更
し、農業委員数を現行の半分程度へ
２．農業委員会の事務局の強化について
事務局の共同設置や職員の人事ｻｲｸﾙを長期化
３．農地利用最適化推進委員の新設
(1)法定化し､地域における農地利用の最適化､担い
手育成･発展の支援を推進
(2)事前に地域からの推薦・公募のうえ、農業委員
会で選任
４．都道府県農業会議､全国農業会議所制度の見直し

～農林水産業･地域の活力創造ﾌﾟﾗﾝ～

◎今後の日程(予定)と組織対応
農水省では以上の内容を反映した改革法案を次期
通常国会へ提出する予定としています。
今後、農業委員会系統組織では、引き続き組織検
討を積み上げ、関係法案への反映を図るため、適宜、
要請等運動を展開していくことにしています。
○制度・組織改革における主要課題
(1)「代表制」を担保する「公選制」と同様の仕組
みの検討
(2)法律に基づく「都道府県農業会議・全国農業会
議所」の系統性の確保
(3)法定化されている「意見の公表､行政庁への建議」
等の機能の維持 について
★今後の日程（予定）
10 月～11 月

【農水省･政府】法案検討

1 月上旬～2 月中旬

改革法案閣議決定･国会提出

3 月下旬頃

【農水省･政府】法案審議

6 月頃

改革関連法成立

28 年 4 月頃

改正農業委員会法施行

農業委員会ネットワーク法人（農業委員会支援
法人）として位置づけ、農業委員会の連絡・調整、

行 事 予 定

農地利用最適化の優良事例の横展開等の業務を行
う法人として、都道府県･国が法律上指定

11 月 18
～19 日

５．行政庁への建議等の業務の見直し
意見の公表、行政庁への建議などを法令業務か

平成 26 年度秋田県女性農業
委員協議会総会・研修会

H ﾒﾄﾛﾎﾟﾘ
ﾀﾝ秋田

11 月 28 日

北海道・東北ﾌﾞﾛｯｸ女性
農業委員研修会

青森市

3月 3日

第 11 回女性農業委員活
動推進シンポジウム

東京都

ら削除
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