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土地改良団体における男女共同参画
員外理事制度の活用による女性理事登用事例

所在地：和歌山県みなべ町
面 積：1,400ha 組合員：1,380人
総 代：40人（うち女性－）
理 事：21人（うち女性１名）
監 事： 3人（うち女性－）
職 員： 8人（うち女性２名）

南紀用水土地改良区

ふたば み ち こ

二葉 美智子 さん

員外理事制度を活用し、平成
30年１月に南紀用水改良区初の
女性理事に就任。現在１期目。
このほか、みなべ町農業委員

を務め、和歌山県指導農業士で
もある。

Q．理事の仕事内容は？
A．庶務担当理事として、
月に数回出勤し書類の決裁を行っています。

Q．普段のお仕事は？
A．夫婦で 2.4ha程の梅園を経営しています。
梅干しの製造・販売といった６次産業化のほか、梅林ツアーや
梅染め（修学旅行の受け入れ）など、色々な活動に取り組んで
います。

Q．理事として仕事をする中で感じたことは？
A．就任当初は、理事の仕事はおろか土地改良区のことも知りま
せんでしたが、他の役員・職員に色々と教えてもらっており、
仕事を通じて土地改良区への理解が深まって良かったです。
ときどき、私の他にもう１人女性理事いれば、相談相手もで

きるし良いな……と思うこともあります。

女性が活躍するには周囲（家族や土地改良区）の理解・応援が重要。
夫は土地改良区の役員を務めていましたが、理事に就任する前の私は土地改良区

のことを何も知りませんでした。土地改良区から熱心に声をかけてもらわなければ
理事になることは思いも寄らなかったですし、理事登用の話を貰ったときも、夫の
後押しがなければ引き受けなかったと思います。
特に、実際に理事の仕事を始めてからは家を１日空けることも増えたので、私が

不在の間、夫が農作業や家事を引き受けてくれて助かっています。

理事に就任して人との繋がりが増えた。
理事に就任してからというもの、土地改良区の仕事を通して今までに無かった人

との繋がりが増えました。こういった取材もその一つであり、家で製造・販売して
いる梅干し等の商品の販路拡大にも繋がるので、良い影響があったと思っています。

女性理事になるかもしれない方へ

迷ったらまずは飛び込んで! 思ったことは言葉に出して!

農業経営は家族の助けがあって成り立つもの
土地改良区にも女性の声を。
地域内は梅を主体とする農家が多いところ。

当改良区の組合員はほとんどが男性ですが、多くの場合、
家族（特に妻）の助けがあって経営が成り立っているの
が実態です。このため理事長や事務局長などの間では、
土地改良区の運営にあたっては男性以外にも女性の声を
反映することが必要との考えがありました。

女性本人・家族が納得するまで説明する。
理事長と事務局長が中心となり検討を進めました。登用にあたっては既存の員外

理事枠（経営移譲者枠）を活用するとして現任理事と調整し、当時から地域の農業
委員等として活躍されていた二葉氏に声をかけることに。二葉氏の夫が組合員（元
総括監事）だったこともあり、まずはご家族へ説明し納得いただいてから、本人へ
理事登用の打診・説明を行いました。

女性の
理事を
登用して

会議が
活発化
土地改良区の
知名度UP

土地改良区について取材を
受けることが増えた

なごやか・発言しやすい雰
囲気になり会議が活発化

職員の
意識向上

好感度UP 対外活動時など好意的な
意見をもらっている

元気な二葉氏に負けじと
更に積極的に取り組む
ように

南紀用水土地改良区
米澤事務局長



土地改良団体における男女共同参画
土地改良区の活動組織(明治用水女性部)事例

女性理事登用について

いしかわ あつこ

石川 厚子 さん
第５期
女性部会長

平成28年度～令和元年度におい
て、明治用水土地改良区の第５期
女性部会長を務める。
会長就任以前も、県の農村輝き

ネットや、農村生活アドバイザー
として地域で活躍。

Q．活動以前の土地改良区との関係は？
A．農家ですし、夫が組合員(元理事)
なので、土地改良区や女性部の存在
は知っていましたが、あまり詳しくはありませんでした。女性
部へは、夫からの勧めもあって参加しました。

Q．どのように女性部の活動と家庭を両立していましたか？
A．以前から家族経営協定を結んでいて、いつ誰がどこでどんな作
業を担当するかを家族皆で把握しています。誰かが不在にする
場合も皆で対応できるので、活動に行くときは「明日は私が出
かけるから作業よろしくね」と一声かけていました。

ご家庭内で土地改良区の話ができるようになった

土地改良区の良き理解者に
土地改良区は地域農業用水を支える

重要な役割を持っているが、農家の女
性であっても土地改良区をよく知らな
い方が多い。地域女性も土地改良区の
良き理解者にとの思いから、前理事長
が主体となり女性部を設立した。

もっと女性部を続けたいとの声も
部会員は土地改良区の役員改選に併

せた入れ替え制。最初はみな初対面なこともあり消極的な反応も多いが、活動期間が
終わる頃には、継続を望む好意的な意見等をいただけている。水源かん養林や国営事
業関連施設への視察といった活動内容についても「こんな大規模な工事が必要なの
か」と大きな関心を持っていただけており、土地改良区の理解に繋がっていると思う。

「ウチのお父さんって、普段はこんな仕事をしているのね」
総代の方（女性部会員の夫）から職員へ「この前、女性部でこんな活動をしたって

家内から聞いたよ」と声がけいただくこともあり、家庭内で土地改良区について会話
をしていただくきっかけになっているのではないかと思う。今まで旦那さんの仕事に
疑問を持っていた方も、女性部を通じて親しみを持ってもらえたと感じている。

土地改良区事務局と女性部、それぞれの立場から
ご意見を伺いました。

登用にあっては土地
改良区もそれまでの仕
事内容を見直す必要が
ありそう。
女性は食事の準備な

ど定時に予定が入って
いることが多く、理事
会等の活動に参加しづ
らい場面がある。
女性理事の登用は、

家族の協力が重要とい
うことを土地改良区も
理解しておきたい。

座っていれば良いというだけの理事にして
はいけない。事前に何らかの勉強会等を行う
中で「この人は」という方を見つけていく形
がスムーズなのではないか。
また、農作業で家族との調整が必要なので、

あらかじめ年間の出勤回数が分かっていると
引き受けやすいのでは。

当改良区では、理事は理
事会・各委員会への出席と
最低月２回出勤いただいて
いる。その他細々とした仕
事も含め、理事の仕事は男
女差が気になるものではな
い。
男性役員であっても最初

から知識があるわけではな
いので、事務局では理事会
や委員会で説明している。
最も重要なのは、女性理

事の成り手をどうやって見
つけ続けていくかだろう。

何事も、最初から全て分かっているなんて
ものはない。「皆でゼロから勉強しよう」
という姿勢が一番大事。

明治用水
女性部とは

地域住民に土地改良区の役割を知ってもらうために設立された土地改良区の内部
組織。会員に対する管理施設や水源かん養林への視察研修をはじめ、施設（パイ
プライン）上部緑道の清掃や、おはぎ作りなどの食育活動等を行っている。

所在地：愛知県安城市
面 積：5,367ha 組合員：12,989人
総 代：90人（うち女性－）
理 事：11人（うち女性－）
監 事： 4人（うち女性－）
職 員：44人（うち女性６名）

明治用水土地改良区

平岩総務課長（写真右）

織田係長

明治用水土地改良区
事務局



土地改良団体における男女共同参画
土地改良区組合員からの女性理事登用事例

なかの やすこ

中野 康子 さん
県職員を退職後、生活改善グループ

や県の農山漁村ときめき女性等の認定
を受け地域で長年活動するほか、教育
委員等としても活躍してきた。
土地改良区においては平成25年10月

から現在まで３期にわたり理事を務める。
兼業農家であり、茶畑を営む。

Q．理事就任の際の正直な気持ちは？
教育委員等色々な活動の経験があったため、前任者から市を通

じて理事推薦の話をいただいたときも、特段、抵抗はありません
でした。子供が独立し家庭も落ち着いていたことや、他の理事に
知人がいたことも、進んでお引き受けした理由の一つです。

Q．理事として仕事をする中で感じたことは？
理事会資料の専門的な言葉を理解するのは大変でしたが、その

都度、他の理事や事務局の方に教えてもらいました。
また、地域の営農者との意見交換の場である「水土里茶話会」

（土地改良区主催）では、皆様の本音を聞くことで理事としての
やりがいを感じられ、終始雰囲気も良く、楽しく参加しています。
一方で、上述のように土地改良区は一般に馴染みがないことも

多いですから「土地改良区の役割について、地域の方にどの程度
伝わっているのだろう？」と考えることもあります。

理事と良好な協力体制を築くことが重要

理事の仕事に男女差は関係ない
本土地改良区において、理事は年４回の理

事会や、地域の用水組合との意見交換会等の
イベントに出席してもらっています。一部の
理事は各種委員会等にも参加いただいており、
そこでは専門的な事柄も話題となりますが、
理解度に性別は関係ないと考えています。
意見を受けて着実に改善していく
中野理事が就任当初、資料の量に驚かれ「当日にこの量の資料確認をするのは少

し大変ではないか」と相談いただきました。事務局としても、事前説明の必要性の
高さも考慮し、これを機に資料の事前配付・説明を行うようになりました。
事務局と理事との関係にとどまらず、このような「皆さんの意見を汲み上げる」

という姿勢は日々大切に考えており、近年は、用水組合をはじめ地域関係者との連
携強化を課題として様々な取組を行っています。

協力体制
の工夫

役員研修
の開催

役員改選に合わせ、土地
改良区という組織の概要や
役員の責務等について研修
会を開催。施設の現地視察
も行う。
また、２年に１度の研修

として先進地視察を実施。

地域との
交流
イベント
の開催

地域関係者の意見をもら
う機会として、「水土里茶
話会」をはじめ年に数回意
見交換会等イベントを開催。
これにより、地域の代表

といった役割も持つ理事の
職務の円滑な遂行に寄与し
ている。

“土地改良区は男性の団体”というイメージを
土地改良区も、女性自身も、変えていかなければ

活動の様子を広めることで、より良い環境が生まれる
土地改良区という立場は、世間的に見れば未だ男性のものと

いう固定観念が強い。土地改良団体に関わる女性のための全国
的な集まり等により女性の活動の様子を広めることで、地域や
家庭で理解が深まり、女性がより土地改良区に関わりやすい
環境が生まれていくものと思っています。（中野理事）

固定観念の打破には意識的な行動が必要
当地域でも固定観念はまだまだ強く残っています。今後、理事や総代等に女性を増

やしていくには、関係市町村など地域女性の情報を持っている関係機関の協力を得て
候補者を探して貰うなど、意識的な行動が必要だと感じています。（谷河事務局長）

中野理事（中央）、谷河事務局長（右二人目）
はじめ土地改良区職員の皆さん

所在地：静岡県島田市
面 積：5,145ha 組合員：9,264人
総 代：80人（うち女性－）
理 事：25人（うち女性２名）
監 事： 5人（うち女性－）
職 員：13人（うち女性２名）

牧之原畑地総合整備土地改良区
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