
私にしかできないことがそこにある！私にしかできないことがそこにある！
－農山漁村の女性たちのチャレンジ－

平成２０年度「農山漁村男女共同参画活動いきいきフォトコンクール」
林野庁長官賞受賞作品「活気あふれる直販所にて 山の達人による

山菜料理伝承講習会」より

受賞者（撮影者） 高知県高知市 島﨑 春次さん

今後もコンクールへのたくさんのご応募をお待ちしております！



農業分野で活躍する女性たちをリポート！

農業委員に占める女性の割合は、全国的に低

い水準にとどまっており、中国四国地域は、全

国平均をさらに下回っています。

農業人口の半数を占める女性の声が農村生活

に活かされるためには、地域方針決定の場に

もっと多くの女性の参画が必要です。

★中国四国地域における女性農業委員数★

農業委員はやりがいがあるという

右が浜崎さん、左が濱口さん

農業委員会に女性の目線を取り入れて

■鳥取県岩美町農業委員会

農業委員４期目の浜崎さんと濱口さんは、２人とも選挙で選ばれた選挙委員です。

お二人は農業委員となってから、他の女性農業委員１人と一緒に手づくり味噌を

学校給食に提供したり、また支援学級の子供達や先生、地域のボランティアととも

に遊休農地にさつまいもやコスモスを植える取組を始めました。さつまいもは、干

し芋や焼き芋にして地域の方々に喜ばれています。

これからも食育や地域農業の発展に、女性の目線で尽力したいと語る２人の目は、

いきいきと輝いていました。

はまさき ちひろ

浜崎 智熙さん

はまぐち きょうこ

濱口 恭子さん

中国四国地域における女性農業委員数の推移
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資料：農業委員及び都道府県農業会議実態調査（Ｈ19.10.1現在)
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農業経営改善計画は頑張る目標になります

■認定農業者

岡山県井原市美星町

かたおか まさえ

片岡 雅恵さん

★中国四国地域における女性認定農業者数★

認定農業者全体に占める女性割合については、

全国に比べると、中国四国地域では若干多い数

字を示していますが、依然として低い水準にと

どまっています。

農村で生活し、それぞれが農業にやりがいを

感じて取組むために、個人の能力が発揮されや

すいよう、それぞれの役割を明確にし、農業経

営に参画することを考えてみましょう。

認定農業者はメリットが多いという片岡さん

片岡さんは、ピオーネのほか安芸クィーン、瀬戸ジャイアンツなど合わせて８０アールを

栽培する認定農業者です。独学で技術を修得し、県の農業士の認定も受けています。

認定農業者になったことで、県の補助事業の助成を受け、棚の資材やバックホー（ショベ

ル系の掘削機械） 、スピードスプレイヤー(農業機械防除機）を整備し、また、様々な研修

会に参加するようになり新たな出会い、発見もあったそうです。

おしゃれで上品な印象とは裏腹に、ブドウ栽培に対する行動力にはたくましさが感じられ

ました。

共同申請による農業経営改善計画の認定の要件が改正されました

○共同申請を行う名義人は、同一の世帯に属する者、またはかつて同一の世帯に属していた者（その者の
配偶者を含む）であること。

○家族経営協定等の取り決めが締結されていて、農業経営から生じる収益が申請者全員に帰すること及び
農業経営に関する基本的事項について申請者全員の合意により決定することが明確化されていること。

○家族経営協定の取り決めが遵守されていること。

中国四国地域における女性認定農業者の推移
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資料：農林水産省経営局経営政策課調べ
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★中国四国地域における農村女性の起業活動数★

現在注目を集めているのが、農村の女性たちによ

る地域農産物を活用した特産加工品づくりや朝市で

の販売、農家レストランの経営などの起業活動です。

その数は、中国四国地域で１，２０２件です。

これら農村女性の起業活動は、女性の農業経営へ

の参画及び経済的自立の推進、地域の活性化、都市

農村の交流促進に大きく貢献していると言えます。

もっとおいしい米粉パンを消費者に届けたい

あいさい広場の一角で、手作りの米粉パンを製造・販売している平野さん。

あいさい広場の話しが持ち上がったときに、自分の趣味と米粉の普及もかねてパン

を作ろうと発起しました。それからほぼ３年。売上も順調に伸びています。この成功

には、家族の理解と平野さんのお客さんにもっといいものを提供したいという気持ち

からくる努力があります。

朝は早いときで２時起き。休みの日は、大阪のパン工房まで勉強に行ったり。それ

でも「好きなことをしているから苦にならない。」と語る平野さんの前向きな姿勢に

頭が下がりました。

■ＪＡ東とくしま

「みはらしの丘あいさい広場」

ひらの き よ み

平野 喜代美さん

お客様の「おいしい！」という声が
励みになるという平野さん

以下の３つの要件を満たすもの。（出典：農村女性による起業活動実態調査）

○女性の収入につながる経済活動（無償ボランティアを除く。）。

○農村女性が主となって行う、地域特産物を利用した農林水産漁業関連の経済活動

○女性が主たる経営を担っている経営形態

女性起業の要件

中国四国地域における農村女性の起業活動数
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資料：農村女性による起業活動実態調査(H20.3.31現在）
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高知市では、「高知市男女共同参画プラン」の策定のほか、「男女がともに輝く高知

市男女共同参画条例」を施行し、男女共同参画に積極的に取り組んでいます。鏡地

区は、高知市と合併する以前から、女性も経済的に自立することを目的に、女性グ

ループによる地元農産物の加工品販売やイベントに取り組んできました。直売所の２

階で行われた写真の料理教室もその一つです。山の達人と呼ばれる男性が、イタド

リや筍などの山菜料理を消費者の皆さんに教える様子は、山の暮らしや山間地域の

良さをしっかり伝えながら地域の活性化を図っていると評価されました。

国が、男女共同参画基本計画（第２次）（平成１７年１２月閣議決定）において定めた
「２０２０年までにあらゆる分野で指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも３０％
になることを期待する。」の目標達成に向け、「「農林水産業・農山漁村におけるパート

ナーシップの確立について」の全部改正について」（平成１７年６月３日付け１７経営第
１９５６号経営局長通知）により、県や市町村等地域段階での参画目標の設定を推進して
います。

農林水産業・農山漁村における男女共同参画の促進に向けた県や市町村の取組

管内各県の農山漁村における男女共参画目標設定状況
(平成２０年３月３１日現在）

鳥取県 第２次鳥取県男女共同参画計画に係る数値目標 平成18年度 平成23年度

島根県 島根県男女共同参画計画(しまねパートナープラン２１) 平成17年度 平成22年度

岡山県 新おかやまウィズプラン 平成18年度 平成22年度

広島県 広島県男女共同参画基本計画（第２次） 平成18年度 平成22年度

山口県 第２次山口県農山漁村女性に関する中長期ビジョン 平成18年度 平成22年度

徳島県 徳島県農山漁村男女共同参画推進方針 平成16年度 平成21年度

香川県 かがわ農山漁村男女共同参画ビジョン 平成17年度 平成22年度

愛媛県 愛媛県農山漁村女性ビジョン 平成12年度 平成22年度

高知県 こうち男女共同参画プラン 平成19年度 平成22年度

県　名 目　　標　　の　　名　　称 目標設定年度 目標年度

表紙写真の説明



○農業委員会の仕事って？農業委員はどのように選出されるの？

農業委員会は、農地の権利移動についての許認可や経営改善の支援、行政への建議などの業務を
行っており、農業委員は、選挙によって選出される選挙委員と市町村の選任により選出される選任委
員があります。

農業委員会系統組織について、詳しく知りたい方は
http://www.nca.or.jp/

○認定農業者になるにはどうすればいいのですか？
農業経営のスペシャリストとして頑張っていこうとするあなたが立てた農業経営改善計画を市町村

が基本構想に照らして認定するものです。効率的かつ安定的な農業経営を目指す方なら、性別、専業、
兼業別等を問わず、どなたでも認定を受けることができます。
認定農業者になると、その計画の達成に向けて、①長期・低利の資金の借入②水田経営所得安定対
策の対象③農地のあっせんなどの様々な支援を受けることができます。農業経営改善計画は女性単独
でも申請できますが、共同経営者としてパートナーとともに共同申請することもできます。

認定農業者制度について、詳しく知りたい方は
http://www.maff.go.jp/chushi/ninaite/nintei/index.html

○起業してみたい、もっと売上規模を大きくしたいけど支援を受けることはできますか？

農林水産省では、女性の起業活動の一層の促進を図るため、①加工技術や経営管理に関する研修

や情報提供、②農産物加工・販売等を行うための施設等の整備、③普及指導センターによる技術指
導等の支援策を講じています。

資金等関係支援策（要件等ありますので詳しくは農政局の各担当にご相談ください。）
・農業改良資金制度 生産経営流通部経営支援課就農促進・改良資金係
・農村女性起業活性化モデル事業 〃 女性・高齢者係
・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 農村計画部農村振興課都市農村交流係

・広域連携共生・対流等対策交付金 〃

○認定農業者、役員、起業、どれも興味があるけど、子育てや介護が大変そう。

女性農業者のための子育て支援相談員にご相談下さい。地域の子育て支援相談員は、(社)農山漁村

女性・生活活動支援協会で紹介していただけます。また、市町村には、育児や介護の援助を受けたい
人と行いたい人が会員となり育児や介護について助けあう会員組織であるファミリー・サポート・セ
ンターが配置されているのでご利用ください。
また、家族経営協定を作って、役割分担などを決めて働きやすい環境づくりをしてみてはどうで

しょうか。

子育て支援相談員に相談したい方は
(社)農山漁村女性・生活支援協会 ＴＥＬ ０３－５７７７－５３８３

ファミリー・サポート・センターについて詳しく知りたい方は
http://www.jaaww.or.jp/service/family_support/index.html

家族経営協定について、詳しく知りたい方は

http://www.maff.go.jp/danjo/kazokukeieikyoutei.html

＊＊＊農山漁村の男女共同参画とこのパンフレットの内容ついての問い合わせは＊＊＊
中国四国農政局男女共同参画推進本部
事務局：生産経営流通部経営支援課

〒７００－８５３２ 岡山市北区下石井１－４－１岡山第２合同庁舎
ＴＥＬ：０８６－２２４－４５１１(代) 内線２４７２，２４７５
ＦＡＸ：０８６－２３２－７２２５

 


