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平成25年度 農林水産省行政事業レビュー 公開プロセス 

No.３ 女性・高齢者等活動支援事業 

 

日時：平成25年６月14日(金) 11:00～11:55 

場所：農林水産省 本館 ７階 講堂 

（外部有識者）太田 康広 委員、沖本 美幸 委員、伊永 隆史 委員、藤原 道子 委員、 

二村 真理子 委員、吉田 誠 委員 

（事務局）後藤 正之 政策評価審議官、山口 英彰 予算課長、三浦 正充 評価改善課長 

（説明者）浅川 京子 総務課長、榊 浩行 就農・女性課長、荻野 喜江 室長、 

佐藤 正康 課長補佐、牧野 充 課長補佐 

 

後藤審議官：それでは、続いて３つ目の事業にまいります。ページは、お手元の資料、25ペー

ジからになります。「女性・高齢者等活動支援事業」です。 

 また、これも、大体11時40分ごろにコメントシートを集めますので、記入しながら

質疑をお願いしたいと思います。 

 それでは、担当から、５分で説明をお願いいたします。 

榊課長：おはようございます。経営局就農・女性課の榊です。 

 それでは、お手元の資料、25ページからになりますが、「女性・高齢者等活動支援

事業」についてご説明させていただきます。 

 この事業は、農業あるいは農村における女性の活躍を促進し、経営あるいは社会

参画を推進する。それから、高齢者ですとか障害者といった多様な人材が、生き生

きと農業・農村で活躍できるような、そういう環境づくりを目的として、事業を実

施しております。 

 事業の構成としましては、大きく４つの柱を設けております。 

 ２つは、女性に関連するものです。 

 １つは、女性農業者あるいは農業経営者の経営発展を図るために、こういった方々、

それから異分野の経営者の方々を交えたネットワークづくりということで、そういう

場づくりをするという事業が１本です。 

 それから、もう一つは、農村での男女共同参画といいますか、女性の社会進出とい

いますか、それを進めていくため、理解増進のための啓発を行う。主に研修活動、そ

ういうことを行う事業です。 

 それから、農村で高齢者の方がいらっしゃいますが、こういった方々が活躍できる
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場づくりですとか、あるいは高齢農業者の方々の健康管理ですとか、そういう形でや

っていくための研修活動など、そういう高齢者対策というのが１本ございます。 

 さらには、農業分野で障害者の方々が就労したいというニーズがあるわけですが、

それを支援するための組織づくりですとか研修活動、こういういずれもソフト事業で

す。 

 22年度から25年度の計画でやっておりまして、24年度の予算額としては、約２億円

ということです。 

 お手元の資料の36ページを御覧いただきたいのですが、特に女性の活動を支援す

るという取組につきましては、特に24年度から力を入れておりまして、ここにあり

ますように、この事業だけではなくて、農林水産省ではさまざまな補助事業で女性

の活動支援をやっております。６次産業化を推進するですとか、あるいは経営体育

成支援事業のような農業経営者を支援するさまざまな事業がございまして、こうい

う事業の運用において女性が使いやすいようにするですとか、女性の方々にできる

だけ知ってもらって、使ってもらう、そういうことをやってきてございます。 

 それから、右の緑のところを御覧いただきますと、現在、各地で「人・農地プラン」

というのをつくっております。これは、地域のこれからの農業をしょっていく中心と

なる経営体を誰にするのか、そしてその方々にどう農業を集約するのか、そういう計

画づくりをやっておりますけれども、その計画をつくる委員会に女性の方が３割以上

入ってくれという仕組みも導入したり、それからピンクのところが、今日の事業レビ

ューの対象になっている事業ですが、こういういろんな仕組みをつくりながら、女性

の活躍支援というようなものを進めております。 

 37ページ、38ページは、これまでの事業の取り組みのご紹介です。さまざまな女性

のビジネスというのも生まれてきつつあるところです。 

 レビューシートの１枚目、25ページにお戻りいただきたいのですが、こういう事

業を進めてきているということで、成果目標としましては、そこにありますように、

１つは、女性の特に共同参画の観点から、農業委員あるいは農協役員というそれぞ

れ重要な農村地域の組織における女性の方々の数といいますか割合、これを一つの

目標にしております。これは、政府全体の男女共同参画の中でも、こういう社会的

地位のある女性を３割にするという大きな目標がございまして、それにつながるよ

うな目標設定にしております。 
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 それから、もう一つ、女性の社会進出、男女共同参画という観点で、「家族経営

協定」、これは農業の独特の取組ですが、家族の中でそれぞれ役割分担を明確にす

るという取組をやっておりますが、これの推進状況というのを成果目標に掲げてお

りまして、それぞれシートにあるような達成状況になっているところです。 

 また、これに加えまして、中間成果指標としましては、農村における農村女性に

よる起業数ですとか、それから障害者の支援という観点で、ハローワークを通じま

して、障害者の方々が農林漁業にどれだけ就職されたかというような指標も設けさ

せていただいております。 

 次のページのアウトプットは、それぞれ事業の中に研修活動を設けておりますが、

ここへの参加者というのを掲げております。 

 この事業の推進に当たりまして、それぞれ点検項目がございますが、幾つか点検し

た結果をご紹介させていただきます。 

 その中にバツ（×）がついているものがありますが、これは、全ての事業を公募

でやることにしておりますけれども、１者応札が続いているという内容がございまし

て、ここにつきましては、工夫しまして、25年度には解消しております。 

 また、一部のアウトプット指標で、計画を下回るものがございまして、ここにつき

ましては、改善を図るように取り組みしております。 

 また、高齢者の健康関係の部分につきましては、厚労省としっかり連携して進める

ようにというようなことがございまして、25年度には、その部分は落として、事業を

実施していく、そういう見直しをやっております。 

 簡単ではございますが、以上です。 

後藤審議官：それでは、続きまして予算課長から、この事業についての論点の説明をお願いい

たします。 

山口予算課長：論点についてご説明いたします。論点は、大きく分けると２つです。 

 １つ目は、成果目標についてです。本事業の成果目標は、農業委員会、農協役員

において女性が登用されていない組織の解消を図るということ、また家族経営協定

を締結するといったこととなっております。その成果実績は、上のものは61.4％、

家族経営は73.3％ということになっておりますけども、本事業による成果としてど

の程度の効果があったのかということについて、明らかにしていただきたいと思っ

ております。 
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 それと、大きく言いますと２つ目です。これは、事業内容ごとの効果ということで

す。そのうち、女性農業者を対象といたしました女性経営者発展支援事業や男女共同

参画加速化事業につきましては、それぞれ女性の経営発展や地域への参画に対しまし

て、具体的にどのような効果があったのか、こういった点を明らかにしていただきた

いということです。 

 また、農村高齢者活動支援事業につきましても、農村高齢者の起業活動や健康管理

活動等に対して、具体的にどのような効果があったのか、こういった点を明らかにし

ていただきたいということです。 

 以上です。 

後藤審議官：それでは、質疑応答に移りたいと思います。お答えは、なるべく簡潔明瞭にお願

いしたいと思います。太田委員からお願いします。 

太田委員：まず、目的を確認させていただきたいんですが、これは、男女共同参画で、女性の

社会的地位あるいは活躍の場をふやすというのが目的なのか、生産性が高いから、そ

の意識改革、女性を活用したほうが生産性が高いので、研修等で意識改革してもらっ

て、自然に女性の役員であるとか社会的な活躍の場がふえるのを後押しするという事

業なのか、どちらなんでしょうか。 

榊課長：端的に申し上げますと、もともとは男女共同参画という趣旨が強うございましたけれ

ども、女性がいろんな経済活動を活発にやっておられて、それが、非常に農業、農村

振興にも有意義である、効果的であるというような観点で、そういう視点を特に24年

度以降、強めてまいったということです。 

太田委員：そうしますと、35ページの資料で、右上の資料、女性役員等の部分で、女性役員が

いるところのほうが、生産性が高い、これは収益性が高いですか、売上高増加率が高

いというような資料が出ていますと、何か女性は活用したほうがいいよという感じの

検証をされているのかなと思うんですが、これは、まず条件がそろっているのかどう

か、つまり女性役員がいる組織のほうが大きいとか小さいとか、それによって売上高

増加率みたいなものは影響を受けますし、またやはり私がこれを見て一番最初に思っ

たのは、売上高増加率が高くて、余裕のある組織は女性を役員にしがちだというのは、

因果関係が逆なのではないかというのを素朴に思ったわけです。 

榊課長：お答え申し上げます。 

 これは、日本政策金融公庫が、最近、公庫で融資した経営対象が、融資を使って、
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あるいは経営改善に取り組んで、その結果として売り上げを伸ばした、その率が、

女性が経営の中にいらっしゃるところと、そうでないところに分けて集計するとこ

ういうふうになるということで、ことしの１月に公表されたものです。 

 金融公庫のほうで調査されたものですので、先生からの御質問について私どもの

方で問い合わせしてみましたけれども、売り上げの規模、１億円、それから１億円

から10億円、10億円以上、大きなくくりでそれぞれのサンプルの分布を教えていた

だきましたけども、その分につきましては、大きな変化はないのではないかな、と

いうふうに思っております。 

 ただ、それは、先生がおっしゃるように、余裕があるかないかというのは、このデ

ータからはうかがい知れないところがございまして、もうそうなりますと、個票とい

いますか、個別に当たらないといけないので、私どものほうでは、そこまでは追いか

けることはできませんでした。 

太田委員：技術的な質問のようなんですけれども、これは、非常に重要でというのは、もし女

性を役員にしたほうが、組織がすごくよくて、生産性が上がるのであれば、ただそれ

に気づいていないということなので、研修等は非常に有効な手段になると思うんです

が、もしこれは、女性を活用しても、生産性は上がらないとすれば、むしろ男女共同

参画の観点から、これは、ある意味、女性の働く、活躍の場をつくるために、生産性

が下がろうが、これは男女平等の観点からやるべきだという話になるので、そうする

と研修しても、自発的に採用されるのを待ってもしようがないので、生産性を下げろ

という話なので、そうした場合は、法律なりなんなりで、必ず女性役員を１人あるい

は規制するというのは、多分、効果的な方法なんだと思うんですよね。 

 生産性を下げて自発的にやるわけはないので、研修しても無理ということになろ

うかと思いますので、それはどちらなのかということを把握されて、もしか本当に

女性を入れたほうが、生産性が上がるのであれば、自発的にするはずなので、あと

は気づかせてあげればいいので、研修は有効だと思うんです。 

榊課長：大切なご指摘だと思いますが、お恥ずかしいながら、我々、この左のグラフもそうな

んですけれども、こういう観点で今まで統計をまとめるということは余りやってきま

せんでした。 

 公庫のほうも、こういうデータを今までにたくさん出してきて、みんな知っている

よという状態であったかというと必ずしもそうではなく、むしろ、こういう客観的デ
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ータが示せるようになって、これからこういうのは、どんどんと使って、気づきを持

ってもらえればいいのではないか、というふうに我々は期待しています。 

後藤審議官：伊永委員。 

伊永委員：太田委員にかぶせたような質問になりますが、事前勉強会でも少し議論させていた

だきましたけども、この制度そのものもありますけれども、受け皿のほうをどうする

か。今の意見、太田委員のように、法律的な義務づけも手法としてはあるよという話

でしたが、女性を参画させる、そしてしっかり研修していく、これも一方で大事なん

ですが、受け皿のほうの農業委員あるいは農業委員会、農協役員、こういうところの

受け皿のほうをどのようにアプローチして、女性の受け入れが促進されるようなアプ

ローチしておられるのか、それを教えていただけますか。 

榊課長：農業委員ですとか農協の役員に女性の登用を進めるということでは、これまで経営局

長通知といったような形で、ぜひその登用を図ってほしいということは、例えば農業

委員の選挙が３年に一回ありますけれども、そういうタイミングを見計らって、通知

を出して、ぜひ取り組んでほしいというような指導をしてきております。なかなか法

律で縛るというところまではいってございませんが、そういう指導という形ではやっ

てきてございます。 

 それから、先ほどご紹介させていただきましたように、新しい取り組みとしまして、

36ページの緑のところですが、今現在、全国各地で、この「人・農地プラン」、それ

ぞれの地域で、関係者が、徹底した話し合いのもとで、その地域の農業をどうするん

だ、地域の農業の中心となる人は誰なんだ、そこにどういうふうに農業・農地を集め

ていくのか、その議論をしていただいています。 

 そして、最終的に市町村の段階でオーソライズしていただくのですけれども、そ

この委員に女性を３割は入れてください、そうでないと我々としては、私たちの言

っている「人・農地プラン」としては見ませんというような形で、ある意味、こう

いう新しい制度の中では、積極的に数も示して入れてくれというような取組もやっ

ています。 

伊永委員：通知で、行政的な動きはしておられるという説明ですが、いつやって、それからど

ういうふうに効果があったのかは、ご説明、お願いできますか。荻野室長：局長通知

自体は、22年８月に出しております。その後、22年12月に、男女共同参画の基本計画

の第３次計画が策定されておりますけれども、その中で、農林水産分野の成果目標と
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して、女性のいない組織をゼロにする、この目標を位置づけております。 

 そして、農協系統組織、また農業委員会系統組織でも、それぞれ目的を定めて、組

織として取り組んできております。その結果、割合としては、まだ全体から見れば低

いんですけれども、数年前に比べたら躍進的な女性の登用率の向上が見られますし、

県域のＪＡとか農業委員会組織で、女性を登用されていない組織がゼロになった、こ

のような事例が生まれております。 

伊永委員：具体的な数字はなかなか示していただけないんですが、最終的なゴールは、じゃ農

業委員の30％が女性、農協役員の30％が女性、これがゴールと考えてよろしいんです

か。 

榊課長：いや、男女共同参画という大きな国全体の目標もありますし、我々も、それは、一つ

の目標としては掲げておりますけれども、これはあくまでも一つの目安でして、我々

としましては、こういういろんな組織に、女性が登用される、あるいは女性の経営者

が活躍する、それによってもっともっと農業が元気になる、そこが最終のゴールです

ので、これはあくまでも手段であるというふうに考えております。 

後藤審議官：藤原委員。 

藤原委員：２点ございます。 

 １点は、このレビューシートの中に、「女性農業者」というのと「女性経営者」

という二通りの文言が出てきますので、具体的なイメージが湧いてこないんですね。

どういう方、女性農業者、経営者で、年齢層とかその辺、それから基礎的な、どの

くらい全国にいらっしゃるのか、それを教えていただきたいのと、２点目は、男女

共同参画から経済活動の活性化というような方向に向いているという今さっきのご

説明だったんですが、経済活動の活性化なら、なぜ女性に限るのか、農業従事者全

員にやるべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

榊課長：数字のほうは、今確認しています。 

 「女性農業者」と「女性農業経営者」、混同している部分はございますけれども、

今、先生からもご指摘がありましたように、女性をもっともっと農業経営の中で活

躍する、それを支援するという観点で、いろいろと取り組みを始めてからは、そこ

は、「女性農業経営者」といったような使い方をしている部分はございます。それ

は、もうまさにみずからが、経営主として経営を始める、あるいは経営に参加する、

いろんな意味で経営に意見を言う、そういう立場で、まさに経営されている女性を
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支援する、あるいはそれを増やすという観点で、施策を進めている中では、「女性

農業経営者」という言い方をしている部分がございます。かつては、そういう意識

が薄い部分もございまして、資料の中では、もしかしたらごちゃまぜになっている

部分があるかもしれませんが、それはご容赦いただければと思います。 

 それから、なぜ女性経営者をというお話ですけれども、今ご紹介しましたように、

各地で女性農業経営者の方々がいろんな形で活躍し始めておりますけれども、まだま

だだと思っております。また、それぞれの規模も小そうございまして、なかなかそれ

が大宗を占めるというようなふうにはなっていないのではないかというふうに思いま

す。 

 まだまだ経営主の方、男性の方が主というのが現実の世界ですし、一方で、女性に

は、男性にない細やかな視点でありますとか、消費者ニーズを間近に把握できて、そ

れを生産に反映できるといったような、そういう特性もお持ちだと思います。そうい

うものを今までにない視点で、農業の世界にどんどん導入していただければ、まさに

農業の活性化につながるのではないか、そういう観点で、女性経営者の方々の応援と

いうのに力を入れてやり始めているということです。 

後藤審議官：沖本委員。 

沖本委員：非常にいいお話を伺ったのですが、私は、女性が生き生きと活躍することの意味と

いうのが明確になっていない。それから、女性に何を求めるかというのも書いていな

いと思います。 

 例えば、現在、女性が、男性と違って、いろんな専門的な知識がもしないとすれ

ば、この農業の分野とかの知識を男性のレベルまで引き上げてあげるのか。それで、

女性が、男性と同じように労働の一翼を担うのか、あるいは女性なりの細やかな視

点で新しいビジネスを考えていくのか。 

 男の場合は、企業でもそうですけども、縦型社会の中へ入っているので、なかな

か自分の思ったことを言えない。そういうときに、女性が、女性らしい視点で、こ

ういうふうにしたらもっと社会がよくなるよ、農業がよくなるよということを目指

しているのか、前回も申し上げたかとも思うのですけども、ここのレビューシート

からは何が何だかわからない。言われているからやろうと言っているようにしか見

えないのですけども、いかがでしょうか。 

榊課長：すみません、レビューシートの書き方がよくないというご指摘は、もう申しわけござ
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いません、我々も、もうちょっと丁寧に書くべきだったかもしれません。 

 今お話がありましたように、我々、決して女性の方々が、男性に比べて劣ってい

るとか、知識が少ないとか、そんなふうには全く思っていません。むしろ女性の

方々のほうが、たくさんいろんな生活に関連する知識ですとか知恵ですとかはお持

ちだと思います。それがなかなか表に出ないという部分は、実際、農村に行きます

とまだまだたくさんございます。男性の方々が、やはり仕切っている世界というん

ですか、言葉は悪いのですが、そういうのがございまして、なかなか女性の方が、

表に打って出るといいますか、やりづらいという面もありますので、そこを支援す

るというのは重要ではないかなと思っています。 

後藤審議官：太田委員。 

太田委員：とすると、現状の把握としては、実際には女性の能力が高くて、役員になっていっ

たほうがいいという状況にありながら、その状況が改善されないのは、意識の問題が

最大だ。 

榊課長：そういう面もありましたし、まだ現在もあります。やはり女性の方が役員になるとき

に、家族の方に気兼ねされるとか、周りの人の目を気にされるとかという面は現在も

ありますので、そういう意識を変えてもらうというのも大事ですし、それから周りも

変わる、これが大事だと思います。 

太田委員：その意識の問題が本当に障害として一番大きいのであれば、研修というのが非常に

有効だと思うんですけれども、ほかに要因はないんですか、分析されていて。 

榊課長：なかなか言葉であらわせないようなところもあります。農業委員の選挙になりますと、

これは、非常に地域では名誉のある重要な役回りなので、みんながみんななれるとい

うものでもないですし、そこに女性の方が手を挙げるというのは、なかなか勇気の要

ることですし、周りの人が必ずしも受け入れるということになっていないところもま

だまだたくさんございます、例えばですけれども。 

 そういうところの意識を変えるというのは、それは、女性の方も、受ける男性、組

織の側も意識を変えるというのは、これはまた大事なことだと思います。 

後藤審議官：二村委員、お願いします。 

二村委員：今、研修が、有効かもしれないというお話があったんですけれども、むしろこの研

修が、女性対象に行われているということになりますと、受け入れサイドの意識改革

にはつながらないんじゃないかという気がするんです。 
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 本当に素朴な疑問として、研修すれば女性が経営に本当に参画ができるのか、と思

います。その研修の内容としては、女性のやる気を高めるためということですから、

恐らく成功事例みたいなものの紹介ということになっているんだろうと思いますけれ

ども、具体的に研修というのはどういうことをなさっているのでしょうか。 

 また、それを見て、これはすばらしいと思って帰っていった女性が、本当に行動に

移して、参画したいと思うのか。参画したいと仮に思ったとして、無理に参画させた

ときに、農山漁村に、むしろ摩擦を引き起こさないかというところが非常に気になる

ところなんですけれども、ご説明いただければと思います。 

後藤審議官：すみません、コメントシートの記入をよろしくお願いいたします。 

 では、お願いいたします。 

荻野室長：具体的な研修の内容ですけれども、ご指摘のとおり、やはり中心になるところは、

女性農林漁業者を対象にした研修が多くなっております。 

 特に、女性の中でもリーダー的な存在となっていらっしゃる女性農業者の方を対象

とした研修、女性の経営参画とか社会参画が非常に重要なんだとか、農業経営の中で、

女性が、能力を発揮していくことが非常に重要なんだ、そのためにはどうしていった

ら良いか、自分たちの意識を変えていかなければならないし、働き方も変えていかな

ければならない、そういった中身の研修をやっていることが１つ。 

 それと、家族経営協定など、そういったツールを使って、改善していこうというよ

うな動きをするのが１つです。 

 それから、組織に関しては、働きかけという形で行っております。 

太田委員：これは、最大の障害が意識だといったときは、どちらかというと男性の意識ですよ

ね。今、驚いているんですが、研修は、当然、男性の意識を変えるためにやっている

んだというふうに私は理解していたんですけども、女性対象にやっているわけですか。 

榊課長：これまでは、そういう女性が主なターゲットだったんですが、それは、ほかでもご指

摘を受けまして、それは改善しなきゃいけない、組織に対する研修をやらなきゃいけ

ない、そこは見直ししつつあるところです。 

太田委員：女性の意識が最大の障害ではないですよね、この場合、恐らく。 

榊課長：恐らくそれは両方だと思います。 

荻野室長：昨年も、調査を行ったんですけれども、女性たちに聞いたところ、女性が地域で活

躍していくために一番重要なことは、女性の意識の向上だというふうにおっしゃって
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いる方も、相当、一番割合が高いのです。 

後藤審議官：二村委員、よろしいですか。 

二村委員：はい。 

吉田委員：じゃ、かぶせて質問します。実は、直売所を最初に成功させたのも九州の女性です

し、今で言う６次産業なんていうのは、20年前に長野の伊那谷のある女性が頑張って

やったわけですね。観光体験農業というのも、もともと京都出身ですけども、滋賀県

の女性がやった。全員、大変な目に遭っているわけですね。村八分に遭ったりとか、

今から想像できないような圧力の中でやって来られた。 

 だから、女性の営業面での力の大きさというのは、農業関係者はみんなわかってい

るんですが、問題は、こういうソフトコンテンツの事業というのは、見たらわかるよ

うに、22年から始めて、23年までは順調にふえたと思うんですね。今、頭打ちなんで

すよね。伸び率が急激に鈍化しています。大体、どんな事業もこうですよね。 

 だから、ここまでは、もしかしたら皆さんがやっている研修事業の効果よりも、も

ともとそういう潜在的な機運があったからここまでやってこられた。問題は、ここか

ら先ですよね。ところが、この事業は25年度までなんですけれども、この伸び率がそ

れぞれ鈍化している、この理由の分析が一番重要だと思うんですよ。 

 ここまではできる。今、言ったように、問題は環境づくりですよね。それを阻害し

ている環境を変えていかなくちゃいけない。例えば農業委員会の委員の構成要件にも

問題があるのかとか、そういう制度的な問題も１つ考えなくちゃいけない。それから、

もう一つは、受け入れ側のいわゆる人事権を持っている人たちの意識の問題もある、

それは大体、男性でしょうということになるんですが。 

 だから、今この鈍化した理由を皆さんがどう分析されて、次の一手は、今度は、女

性の意識改善も必要でしょうけども、女性の意識改善というのは、逆に言うと、そう

いう阻害要因が見えているから、消極的になっているという面のほうが強いんですよ

ね。だから、そこの辺を今どう分析されて、この事業が今年度で終わりますけども、

次、皆さんがどういう展望を……一番難しいところへ入っていかなくちゃいけないわ

けですから、どう考えているのかをお聞かせください。 

榊課長：ありがとうございます。おっしゃるとおりで、今まで、どちらかというと女性に対し

て意識改革ということで進めてきましたが、受け皿のほうがまだまだというお話もあ

りますし、そこは、もう地道にしっかりやっていかなきゃいけないと思いますが、そ
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れだけで進むんじゃ多分ないと思います。 

 むしろ女性が、もっともっと……今まではどっちかというと底上げみたいな感じ

でやってきましたけれども、元気のある女性をもっともっと引っ張り上げて、世界

に発信するぐらいの元気のある世界をつくっていけば、男性の意識も変わってくる

んじゃないかというふうに、最近そういうふうに考え出しておりまして、そういう

方向での女性の支援というのは、もっともっとやっていったら良いのではないかな

というふうに、今、考えたりもしてございます。 

沖本委員：日本と欧米の考え方を比較すると、日本の社会というのは、中空構造になっていて、

必ずしも真ん中の人が力を持っていなくて、相当、周りの人がわいのわいのと言って、

結局、経営者は、みんなの意見に従いおみこしに乗っている。だから、会社の社長も、

みんなとコンセンサスをとれる人がなっている。同様に、日本の社会はそうなってい

ると思います。 

 欧米では、中心統合となって、大統領等が力を持ち決めることができる。日本で言

えば、安倍首相が何かおっしゃれば全部変わるはずですけれども、なかなか、そうは

いかないですよね。 

 そうすると、日本の根本的な問題というのは、女性の意識改革をするだけではなく

て、１つは、例えば組織のトップの意識改革や、その周りの中間管理層とかの意識改

革を行っていかないと、女性に幾ら言っても聞いてくれないですね。 

 女性の研修だけではなくて、女性をうまく活用して、うまく働いていただくため

には、やはりその日本の特性を考えた上でやっていかなければいけないと思うので

すけれども、いかがでしょうか。 

榊課長：それは、ご指摘のとおりだと思います。そういう工夫も、やっていかなきゃいけない

と思います。ただ、女性の方にその気になってもらわないといけないという点もあり

ます。 

沖本委員：それはそうですよね。後藤審議官：ほかに、御意見、御質問等はございますか。 

 じゃ、藤原先生。 

藤原委員：地域で女性が事業をやっていくというのは、恐らく、何か家庭の中で、女性が、割

と年齢がいって、お金を握るようになっていて、発言力もあってというイメージがあ

るんですね。でも、若い人にとって農業に魅力があって、それで農業に入りたいとい

うことで、女性も入っていって、そこで潰されないように、そういう女性を育ててい
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くような、例えばお金を借りるにしても、やはり男性と女性では差があるかもしれな

いので、そういう補助とか、発展的に、若い人でも女性でもちゃんと農業がやってい

けるという方向に、この事業をつなげていただきたいなと思っています。 

榊課長：それは、もうおっしゃるとおりで、最近、若い方がもう元気で、若い女性が元気で、

いろいろ新しいアイデアでやられます。それから、非常にフットワークが軽くて、も

うあちこち全国を飛び回るような若い女性の方がいらっしゃるので、そういった方々

をうまく支援して、そういう方々が広がっていくというか、数がふえてくる、そうい

う世界になると、もうどんどんとおもしろい世界ができるんじゃないかとすごく我々

も期待しながらやっております。 

後藤審議官：太田先生、どうぞ。 

太田委員：余り話題にならなかったので、１点なんですけども、家族経営協定なんですけれど

も、こちらの実効性はどれぐらいなんでしょうか。計画をつくって、判子をつくとい

うふうに伺いましたが、家族の中に余り行政が入っていくのもいかがなものかという

議論もあると思いますけれども、実効性が全くない可能性はあるんですか。 

榊課長：必ずしもそうではなくて、家族経営協定は、おっしゃるとおり、家族の中に、書き物

で約束事するというのは、ある意味、不思議なことですけれども、これは、男女ある

いは親子間、さまざま家族でやっている家族経営が農業の場合やはり主体なものです

から、経営の中で、その辺の関係が曖昧になる。どうしても家族なので、お父さんが

言ったことはそれに従わなきゃいけない、いろいろそういうことがあって、意識を変

えてもらうというのが大きな目的というふうにやっておりますので、そこに書いてあ

ることが、一言一句、違反すると、それはもう法律違反みたいになるということでは

ないんですけれども、これは、第三者の方が御覧になっていて、いろいろそういう意

味で、そのつくる過程でも相談に乗りながらやっていますので、全くこれを破棄して

ということになると、社会的なポジションというのも、そのことだけで失われてしま

いかねないものでもありますので、そこは、やはりつくられた方々は意思を持ってや

られているので、そう大きな変な形にはなっていないと我々は認識しております。 

太田委員：かなり実効性があるということですか。 

榊課長：実効性は無論ございますね。 

太田委員：わかりました。 

吉田委員：具体的に詰めて聞きますが、先ほどの質問、ほとんど答えてもらっていないような
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気がするんですけれども、１つ、女性の参画が、ある一定の割合から、今回の事業を

見ても、なかなか進まない。その理由、幾つかの理由があるんですが、意識の問題と、

本当に制度上の問題を皆さんは何もないと思っていらっしゃるのかどうか。農業委員

会の委員の構成要件、選挙制度、それから農協の理事会の理事の選挙システム、総代

会からずっと積み上げていく、こういった制度に関しては、全く問題がない、意識だ

けだと思っていらっしゃるのかどうか、明確にお願いします。 

榊課長：いやいや、それはそういうことではございません。制度というのか、その制度の運用

になるのかわかりませんけども、例えば農業委員会であれば、今、女性の数がふえて

はおりますけれども、これは、選挙で出てきた方ではなくて、議会推薦であるとか、

その選任委員なんですね。今以上に増やしていこうとすると、もう選挙に出てもらう

しかないんですけれども、そこにいろんな壁があって、ここがぶち破れないという面

がございます。それは、ある意味、制度に基づく部分なのかもしれなくて、ただそこ

は、男女、ある意味、平等なんですね。１票もあって、仕組みなのか、そこを運用す

る地域なのかと言われますと、地域の方が大きいので、そこは意識も変えていかない

といけないんです。 

吉田委員：実は、そこに抜本的な問題があると思うんですよ。だって、基本的に、経営スキル

を持った方が役員になるようなシステムになっているのかどうか、農協の場合。 

 それから、もう一つ、農業委員の場合に、どういった能力が、今、権限強化で忙

しいですから、求められるのか。本来、制度ができたときの役割とは大きく違って

きているじゃないですか、既に。制度ができたときというのは、農地解放して自作

農を育ててという話の時代にあった制度なので、今、皆さんが言っていることと、

じゃ今の制度とが一致しているかといったらしていないですよね、はっきり言って。

農協の役員の選び方でもそうですよね。結局、３人ぐらい、外部委員みたいな、見

識者みたいなのを選べるようになっているけども、実際はごく少数なわけですよね、

全体の中では。 

 だから、そこら辺も含めて、皆さんの立場からは言いにくいと思いますけども、

抜本的な構造的な問題も、実は意識の問題以前にネックになっている。そこを突破

しないと、なかなか農業に経営とかいう意識を持ち込めない。持ち込めれば、ほっ

ておいても、女性の地位は上がる可能性だってあるわけですよね。そういうふうに

思いますので、ぜひその制度論についても、次のステップではやらなきゃいけない
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というふうに思います。 

後藤審議官：ほかに、御意見等はございませんか。 

沖本委員：非常に重要なことですけども、やはり目的と今やっていることが随分乖離している

と思っているのですね。そこのところは十分に考えて頂きたいと思います。政策には、

自由で、高邁なアイデアはあるかもしれませんけども、それを実行するためには、い

ろいろな社会的な状況、先ほどの日本社会の中空構造があるので、まずは優先順位を

つけて、どういうふうに工程表をつくってやっていくかということがないと、ただ単

に事業を行っているだけ、そうすると税金も、せっかく使っても無駄になると思うの

ですが、いかがでしょうか。 

榊課長：ご指摘は、そのとおりだと思います。これから26年度に向けて事業の組み立ても考え

なきゃいけませんので、ぜひ先生方のご指摘も踏まえて、そこは我々も考えていきた

いと思います。ぜひ、いろんな知恵をお借りしたいと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

後藤審議官：では、伊永委員。 

伊永委員：25年度で一旦終わった後の話はいろいろ出ておりますので、方向性はいいと思うん

ですが、今度は、やはり農業社会を形づくっている組織の変革のほうに向かわなきゃ

いかん。 

 たしか、私、はっきり記憶していないんですが、農業委員の選挙権を持っているの

は、１つの農家から１人だけだったと思うんです。 

榊課長：違います。 

伊永委員：違いますかね。 

榊課長：はい、一定の条件を得れば、家族の方も息子さんも…… 

伊永委員：家族も、奥さんもみんな…… 

榊課長：はい、みんな…… 

伊永委員：一定の条件というのは農地の所有権ですか。 

榊課長：所有権ではございません。農業に従事している従事形態です。 

伊永委員：従事形態で、じゃ家族の中で、ご主人も奥さんも選挙権は持てるわけですね。 

榊課長：持てます。 

伊永委員：そこらをやはり次は、非常にフレキシブルにといいますか、次世代の若者も持てる

ようにとか、いろいろ改革の余地はあるんだろうと思います。よろしくお願いします。 
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後藤審議官：二村委員、お願いいたします。 

二村委員：すみません、時間がありそうなので質問させていただきたいんですが、「女性経営

者」という先ほどの言葉がありますけれども、第１次産業としての農業ではなくて、

少しグレードの高い６次化というのを念頭に置かれているんでしょうか、そこは確認

させていただきたいです。 

榊課長：必ずしも、６次化だけじゃありません。どちらかというと、今まで農業は、プロダク

トアウトで、つくったものを出せばいいという感じだったんですけども、そうじゃな

くて、まさにマーケットインで、どういうニーズがあって、誰に、いつ、どれだけの

ものを幾らで売るか、それが一番重要になってきて、その一つの形態として６次化は

あるんだと思うんですけれども、ただ６次化だけではなくて、やっぱり１次産業のと

ころからやっていかなきゃいけなくて、それができるのは女性じゃないか、私なんか

はそう思っています。 

二村委員：なるほど、家計を預かる女性がということですか。話が変わってしまうといけない

なとは思うんですが、今のマーケットインということであれば、何かもう少し違う方

法もあるかなという気もいたします。 

榊課長：それで、今、事業では、そういう女性の経営者、まさに女性経営者が、そういう６次

産業もありますし、新しい農業生産のスタイルとか、いろんなことをやり始めている

ので、そういった方々をうまくネットワークでつなげて、お互い情報交換する、ある

いはそこに異分野の方が入ってくる、また新しいビジネスに、まさに、ニーズもつく

り、そこへ生産して出していくという、そういう仕組みをつくれないかというのが、

まさに女性のネットワークづくりの根幹に置いた考え方なんです。 

二村委員：実は、シートのほうに書いたんですけれども、既存の組織というものに対する女性

の登用というのがもし難しいのであれば、新組織をつくればいいんじゃないかなと思

いまして、今おっしゃったネットワーク、女性の組織間のネットワークをつくるとい

うのは、非常に建設的でよろしいんじゃないかなと思います。 

 そうなったときに、例えばＮＰＯですとか、そういう組織のつくり方に関する窓口

というのは現在あるんでしょうか。 

榊課長：ＮＰＯ、それから……昔は、財団法人とかがありましたけども、今もうそういう公益

法人は、我々、所管しないことになっておりまして、むしろ民間の方々が、自由に、

ＮＰＯも、それから社団でもつくれるようになってございますので、そこは、もう
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我々が入ってというよりは、そういう中で出てくるのを我々はサポートするというの

が、一番良い形じゃないかなというふうに思っています。 

吉田委員：今のお話は心配なんで、また補助金が要るような団体はつくらないでほしい。 

 もう一つは、今いい話を聞いたので、やはり６次産業化とか、こういう研修会、

自主的にやっている団体も、結構、女性のネットワークでありますよね。こういう

のは、支援としてはやりやすいわけですね、軒先があるので。だから、やっぱりそ

うじゃなくて、農業の本質である生産のところ、それから戦後ずっと皆さんがやっ

てきた生活と経営の分離のところ、こういったところの構造的な部分にメスは入れ

ない限り、動かないですよね、これ以上。 

 みんな楽しく６次産業化、直売所というのも、当然、影響力はあるんですが、やは

り生産のところ、それから生産を支えている経営主体としての家族とか法人とかの中

での女性の役割、そこにメスを入れないと、こういう研修会は何と、やりやすいとこ

ろからやっていくのは手法なんですが、これは、いつまでやってもしようがないので、

次は、ぜひ皆さんが、農水省の中で関係部局からにらまれるようなところにメスを入

れてやっていってもらいたいと思います。（笑） 

榊課長：ご指摘を踏まえて、何ができるかよく考えさせていただきます。 

太田委員：あとは、これは、高齢者と障害者というのが同じように入っていると思うんですけ

れども、そちらは、全然議論にならなかったので。性格がかなり女性とは違うように

思いますが、いかがでしょうか。 

榊課長：おっしゃるとおりでして、高齢者もいろんな取り組みをやってまいりました。高齢者

の方々が生き生きとという切り口で、高齢者の起業活動でありますとか、先ほどもご

紹介しました健康面でどういう良いことがあって、それを広げるために、体操づくり

なんかもやりました。 

 ただ、いろんな切り口でやりましたけれども、やはり高齢者は、これからは、若い

方を育成するところに入っていただく、これが構造改革につながりますので、そうい

う取り組みに少し方向を変えて、この事業をやるのがいいのかどうかも含めて考えた

いと思います。 

 また、障害者の方々に対しましても、これは、農業で働きたいという障害者の方も

たくさんいらっしゃいまして、農業の特性で、作業を分解していくと、一定の作業を

やっていけばいいというような部分もありまして、そういうところにぴったり合う障
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害者の方々がいらっしゃって、うまくマッチすると良い運営ができるので、そうした

点の留意事項ですとか考え方をマニュアルで示すようなことも、これは、前の事業で

すけどもやり始めて、今普及をやっています。 

 これも、そういう取り組みを進めるための組織づくりですとか、これはまた違う観

点でやらなきゃいけないのかなと思っていまして、女性とみんなセットでやってきた

んですけれども、これは別に考えようというふうに、今、整理しております。 

沖本委員：どの事業でも申し上げているのですが、成果指標と活動指標、これが必ずしも対に

なっていない。成果指標をしっかりつくるということは、この事業に対する意気込み

だと思うのですよ。この事業を達成するために、事業の途中でどういうふうに指標を

持ってやっていくかを示すのが、活動指標だと思うのですね。 

 ここのところは、かなり意識を持ってつくっていただかないと、このレビューシ

ートだけで評価するということになってくると非常に難しいと思うのですが、いか

がでしょうか。 

榊課長：それはご指摘のとおりでして、もっと我々も工夫しなきゃいけないと思いますし、事

業の効果を測定するような内容もどこかに入れるとか、そんな工夫もやらなきゃいけ

ないと思います。もうまさにご指摘のとおりだと思います。 

吉田委員：今の障害者の支援についてなんですけども、いただいた資料の39ページは、なるほ

どと思うんですね。特に、福祉側のニーズと農業側のニーズが、マッチしていない部

分があって、なかなか面的な広がりの取り組みにならない、まさにそうなんですね。 

 確かに、農作業、加工も含めれば、出荷などをいわゆる分節化していけば、単純作

業も出てくるし、体の不自由な人もできる仕事も出てくるんですが、問題がそこで幾

つかあるわけですね。 

 この39ページのここまではいいんだけども、その右側で、突然、「医食農連携等」

というすごい抽象的な話になっちゃうので、おい、大丈夫かよ、また抽象的な理屈

で補助金をつけるんじゃないのと思っちゃうので、ここのミスマッチの部分の……

これは、非常に難しいと思います、実際に施策化するのは。でも、ここの分析をき

っちりやって、できたら、右側には、そのための一個一個の具体的な問題のボトル

ネック解消のための施策を入れてほしい。「医食農連携等」じゃだめですよ。全然

分析できていないし、こんな事業をつくっちゃだめです。 

 だから、もっと具体的に、本当に実際にもう多いです、障害者を雇っていらっしゃ
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る福祉法人で農業に入ったり、逆に農業法人がやったり、加工業者が入ったりやって

いますけども、問題ははっきりしているんです。３つぐらいしかないと思います、ミ

スマッチは。そこを分析して、果たして税金を投入して解決できる問題があるのかど

うか、あるのならやる。できたら、この抽象的なのはやめていただきたい。 

榊課長：そのご指摘を踏まえて、ではしっかり検討してまいります。 

沖本委員：今、吉田委員が言われたことは、まさに工程表をどういうふうにつくるか。障害が

あるから、この障害を超えていくために、ゴールに行くためにどうやって道筋をつけ

るかということが大事ですので、今の39ページも、一番右端のところは、具体的に何

をどういうふうにやっていくかというのが必要だと思うのですね。そうすると、成果

目標と活動指標というのがマッチしてくると思うのですけども、いかがでしょうか。 

榊課長：それは、ご指摘のとおりだと思います。 

 私ども経営局のほうでやれること、それから全省的に取り組むこと、いろいろあ

ると思いますので、この事業の延長ということではなくて、そういう意味でここを

書かせていただいたんですが、もうちょっと広い観点で、ご指摘も踏まえて検討さ

せていただきたいと思います。 

二村委員：今のところですが、高齢者と障害者に関する施策ということであれば、厚生労働省

が頭に浮かぶところなんですね。そちらの部署との連携ですとか、もしくは意見交換

というのは継続的に行われているんでしょうか。 

榊課長：そこは、比較的、定期的にいろいろな形で、いろんな場面場面で厚生労働省の方々と、

それぞれ部署は違いますけれども、話をする機会はございます。お互いやっているこ

ともわかってやっております。 

二村委員：それによって、何か改善が行われるというようなこともあるんでしょうか。こちら

の農水省サイドで考えていることとに、現実とのミスマッチみたいなのがあって、何

か政策のすり合わせがあったというようなことがあれば…… 

榊課長：どちらかというと、まだまだ農業の受け皿のほうが、慣れていないとか、ちゃんと理

解できていない面があるんじゃないかなという感じはしております。厚労側の方々は、

やはり働く場をたくさん設けたいというのはありますので、そこのニーズのミスマッ

チといいますか、そういう面は、話をしていても感じます。 

後藤審議官：最後に、藤原委員から。 

藤原委員：障害者のことが出ていましたが、やはり障害者は一つの大きなテーマになると思い
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ます。だから、ここで同列に扱っていいのかということと、やはり自立が問題になる

と思いますね。授産施設で、月何千円とかという給料では、やはり将来的な部分とか、

高齢化していく中で、生活していけないと思いますので、その辺の障害者の自立も含

めた部分で、障害者については、全エリアを含めた部分の事業という形で考えていた

だく必要があるのかとも思います。よろしくお願いします。 

榊課長：ありがとうございます。 

後藤審議官：それでは、取りまとめの案がまとまりましたので、沖本委員からお願いいたしま

す。 

沖本委員：「女性・高齢者等活動支援事業」の評価結果については、「事業内容の改善」が２

名、「事業全体の抜本的改善」４名という結果になりました。 

 この公開プロセスの結論としては、「事業全体の抜本的改善」としたいと思います。 

 その中で、主なコメントを紹介しますと、全体に共通した意見として、女性に何を

求めているのかが不明確、受け皿組織の意識改革がなければ解決しない。研修に、女

性だけでなく、家族、夫、男性を参画させるべき、農業社会や組織全体に働きかける

べきとの意見が複数ありました。 

 「事業全体の抜本的改善」を選択した委員４名の意見としては、女性が生き生きと

活躍することの意味が不明、達成率の伸びが鈍化している理由を十分分析し、問題の

本質を把握すべき、次の一手こそ重要、同じ内容での26年度以降の継続はなし、女性

が自主的に参加できる制度改革が必要といったものがありました。 

 なお、「事業内容の改善」を選択した委員が２名おられましたが、その意見として、

女性の登用については、法令により促進する、義務づけるなどの手段も考える必要、

組織運営の相談窓口をつくる等の工夫が必要との意見がありました。 

 この取りまとめについて、何か御意見はありますでしょうか。 

 最終的な「女性・高齢者等活動支援事業」の評価結果は、「事業全体の抜本的改善」

とさせていただきます。本取りまとめ結果を尊重し、予算要求等に向けた検討をして

いただきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

榊課長：ありがとうございました。 

後藤審議官：以上で、この事業につきまして議論は終了いたします。どうもありがとうござい

ました。 
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以上 


