
女性農業者は、農林水産業と地域の活性化において重要な役割を

果たし、6次産業化等の担い手としても大きく期待されています。

農林水産省では、農業委員、農業協同組合の役員等への女性登用

の一層の拡大を始めとした農山漁村における女性の政策・方針決

定過程への参画拡大を促進しています。



今、東海地域では多くの女性農業者が農業委員や農協役員として活躍しています。

農業委員を経験することで考え方が変わり、ビジネスでも利益の追求だけでなく、地域に貢献したい

と考えるようになった方もいます。また、農業委員としても、経営者としても消費者との関わりを何

よりも大切にしたいと考える方など、それぞれの個性を活かし活動されています。

このパンフレットでは、東海地域で農業委員や農協役員として活動されている女性農業者のみなさん

にインタビューを行い、それぞれの方の農業委員や農協役員としての仕事への向き合い方を紹介しま

す。

お読みいただいた皆さんにとって、このパンフレットが社会参画のきっかけとなれば幸いです。

明日の農業を創るために社会参画しませんか
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平成17年から29年までの東海地域における女性の社会参画の状況をみると、農業委員に占める女性の

割合は4.2%から12.8%に、農協役員に占める女性の割合は1.5%から8.1％に増加しました※１。

第４次男女共同参画基本計画（平成27年12月閣議決定）では、農業委員、農協役員などへの女性登用

の一層の拡大を始めとした農山漁村における女性の政策・方針決定過程への参画拡大を促進することと

され、具体的な成果目標が示されました※2。

①農業委員会及び農業協同組合において女性の委員・役員が登用されていない組織数をそれぞれ
「平成32年度までに0（ゼロ）」にする

②農業委員に占める女性の割合を「早期に10％」、「平成32年度までに30％」を目指す

③農業協同組合の役員に占める女性の割合を「早期に10％」、「平成32年度までに15％」を目指す

※2  第4次男女共同参画基本計画における成果目標（第4分野抜粋）

東海地域における女性農業者の政策・方針決定過程への参画状況

※1 東海地域における農業者団体の役員等に占める女性の割合の推移

資料：農林水産省「農業委員への女性の参画状況」 資料：農林水産省「総合農協統計」、JA全中女性組織協議会調べ

1

農業委員会は、市町村に設置されている行政委員会で、農地等の利用の最適化の推進を中心に、農地法に

基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申など、農地に関する事務を執行します。

農業委員会は市長村長が議会の同意を得て任命した「農業委員」で組織され、農業委員は、合議体としての

意志決定（農地の権利移動の許可・不許可の決定など）を担当します。

また、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、担当地域における農地等の利用の

最適化の推進を担当します。

農業委員とは

理事会は、農協の業務執行を決定する機関で、理事はその構成員です。

理事の定数は5人以上で、選挙または総会で選任されることにより選ばれます。理事の定数の3分の2以上は、

正組合員でなければなりません。

農協理事とは
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岐阜県中津川市 農業委員（平成17年7月～）

くまざき み ほ こ

熊﨑 美保子さん

平成5年から夫婦別経営で花きの生産・販売を開始 。その後、平成12

年に「有限会社 花のくまさん」を設立、代表取締役に就任し現在に至

る。平成28年に別経営であったトマトの生産・販売を経営統合。トマ

トの加工やモチの製造販売事業にも取り組む。

岐阜県女性農業経営アドバイザーとしての活動にも積極的に取り組む。

農業委員として、経営者として
人の役に立てることにやりがいを感じる

女性農業者のみなさんに伝えたいこと
「農業委員になりませんか」と声をかけてもらえるということは、ご縁があるということです。自分が一

皮むけるチャンス、地域の役に立てるステージが与えられたととらえて欲しいです。

ビジネスでも地域に貢献したいとの思いで始めた餅の製造販売事業

熊﨑さんは、農業委員を経験することで考え方が変わり、ビジネスでも利益の追求だけでなく、地域に

貢献したいと考えるようになった。

「耕作放棄地を解消するためには、売り先が確保され安心して耕作できる環境があればいいと考え、自

社で餅の製造販売事業を始め、地元の農家からモチ米の買い取りを開始した。自分が行動を起こすこと

で、耕作放棄地でモチ米の生産が開始され、モチ加工業に携わる人の雇用も生まれ、地場の製品を販売

することができ、さらにそのことで地域が元気になる。農業委員として、経営者として自分が人の役に

立つことができることにやりがいを感じる。」このような経緯で始めた餅の製造事業は、会社の経営を

支えるひとつの柱になっている。

Story 1

熊﨑さんは、農業委員として地域の役に立つためには情報が必要と語る。

「農業委員を対象に農業者年金や農地に関する制度など、様々な学びの機会が提供される。災害時には

国等の救済措置の情報が、農業会議を通じて農業委員に提供される。自分は、地域の状況がわかってい

て、どこで誰が困っているということを把握しているので、いち早く必要な人に必要な情報を伝えるこ

とができる。そうやって地域の役に立てることにはやりがいを感じるが、一方ですべての情報を完璧に

吸収することは難しい。自分は誰の（例えば規模拡大したい人のなど）役に立ちたいのかというイメー

ジを持ち、その人にアドバイスするために学ぶ内容を、ある程度選択しながら情報量を増やしていけば

いいと思う。学んだことは自分の仕事にもプラスになる。」農業委員５期の経験があってこそのアドバ

イスだ。

「農業委員という立場で農業委員会や地域のなかで人々とどう接していくかは、それぞれの個性を出し

ていくべきだと思う。私は自己主張をするタイプで、農業委員会の中で親しい人が増えた段階で、はっ

きり意見を述べるようになった。そうすると、人はそれぞれ自己主張があるのだということをまわりに

も理解してもらえるようになった。調和を大切にするあまり、周りの人の意見に左右されすぎて自分を

殺してしまっては、役職をもらっても意味をなさないと思う。」農業委員会のメンバーがそれぞれの個

性に応じ、力を発揮することが大事との考えだ。

農業委員として自分は誰の役に立ちたいのかというイメージをもつ
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愛知県津島市 農業委員（平成29年7月～）

すぎやま なおみ

杉山 尚美さん
農業全般と福祉の世界の経験から、福祉分野における農業の必要性を感

じ、アグリジョブコーチ資格を取得。自身が農業をすることで障がい者

の方々と一緒に仕事ができると考え、平成25年、自身の農園「ベジタリ

菜」を立ち上げ。ハイビスカスローゼルの生産・加工やイタリア野菜の

生産を手がける。

農林水産省が推進する農業女子プロジェクトメンバーとしても活動中。

様々な人や活動を「つなぐ」ことから
見えることを皆で分かち合いたい

杉山さんは、農業委員会のメンバーひとりひとりが、それぞれの得意分野で力を発揮し、地域を盛り上

げていくことが重要と考えている。「私の得意分野は『福祉や高齢者、教育、食』と『農』をつなぐこ

と。耕作放棄地でローゼルを栽培し、ローゼルの栽培を教育に結びつけたい。子供達にローゼルの栽培

に参加してもらい、収穫や二酸化炭素吸収実験、ジャムづくり、染色などローゼルを素材として様々な

ことを体験し学ぶことができると思う。」と、すでにみんパタプロジェクトの農園にはローゼルが定植

されている。

農業委員として経営者として、様々な人や活動をつなげていきたい

地場で葉物野菜を生産・流通させる仕組みを作りたい

杉山さんは、何十年も大事に耕作されてきた土地が荒れていくのを見ていたくはないという思いが、農

業委員になってからさらに強くなったと語る。そして、その解決策ともなりうる構想について話してく

れた。

「ほうれん草や小松菜などの葉物野菜は、地場でそろえたいという市場のニーズはあるが、高齢化に

よって担い手が相次いで離農し、地場でまかなえない状態。高齢の農家にとって、出荷調製が必要な葉

物野菜の生産は重労働。播種はできるが、出荷調製が困難なため生産ができないほ場が多くある。そん

な労働力不足のために生産がストップしているほ場や耕作放棄地に、新規就農者や担い手を派遣し生産

体制を整え、さらには、売り先のマネジメントも行うことで、地場で葉物野菜を生産・流通させられる

仕組みをつくりたい。」この構想の実現に向け、関係者への働きかけを始めている。

Story 2

杉山さんは、農業委員であり津島市の「伝統と食と農のまちづくり推進協議会」のメンバーでもある。

「農地と食を結びつけて、この土地だったら、何の作物を生産し、誰に食べてもらいたい、といったイ

メージをふくらませることができる。」と農業と食や人を「つなぐ」活動に積極的に取り組む。

同市では、地域の多様な食文化や自然豊かな農的環境などを活用し、地域を活性化していく「みんなの

畑＝みんパタ」プロジェクトに取り組む。このプロジェクトは、生産緑地を活用した新たなビジネス展

開のひとつのモデルとすることを目指している。活動主体は地元の食や農に知見のある方々による「伝

統と食と農のまちづくり推進協議会」。杉山さんは、協議会のメンバーとして生産緑地を活用した農園

の開設、地元の畑とつながって地元野菜を美味しく食べられるお店「キッチン．リエゾン」への地場産

品の供給に携わる。

津島市「みんパタ」プロジェクト～生産緑地の活用～
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岐阜県岐阜市 農業委員
（平成29年7月～）

えさき みさき

江﨑 美咲さん
家業は酪農（乳牛）。江﨑さんは共同経営者として、経理

や小牛の保育などを担当。自己所有水田で飼料用稲を作付

するなど、粗飼料はすべて自給。

岐阜県女性農業経営アドバイザーとして長らく活動してお

り、 平成30年度現在、アドバイザーネットワークの会長を

務める。

観光農園の展開により農業を活性化したい

女性農業者のみなさんに伝えたいこと
現状にとどまっていては、前へ進めない。変化していかないと農業の発展にはつながらない。勇気を出

して一歩前へ踏み出して欲しいです。

私は、女性農業経営アドバイザーの仲間と一緒に活動をする中で、たくさんの女性農業者ががんばって

いる姿を目の当たりにし、自分ももう少しがんばれるのではないかと思うようになりました。輪番制で

割り当てられる役職もやらせてもらいました。それらの経験が積み重なり、自分の成長につながってい

きました。男性委員だけだった農業委員会に、女性や様々な考えを持った人が入ることによって、これ

までとは違った発想が生まれると思います。みなさんが一歩前へ踏み出し、入っていきやすいように自

分もがんばりたいと思います。

江﨑さんは、市街化が進む当地で農地を維持し、農業を続けていくためには、消費者の方たちに農業を

知ってもらうことがなによりも大切と考え、様々な啓発活動を展開。その活動のひとつに、夏休みの親

子農業体験の受け入れがある。中央酪農会議が主催する酪農教育ファームの認証を取得した。さらに、

地域のボランティアで開催する親子ふれあい教室で子供達に、牛乳がみなさんの手元に届くまでを紙芝

居形式で紹介するなど、江﨑さんは農業委員になる以前から、消費者のみなさんに、酪農という自身の

仕事を理解してもらう活動に重点を置いてきた。

消費者や地域の人たちに農業を知ってもらいたい

市街地の強みを活かした農地活用の方向性をみつけたい

農業委員としても、消費者との関わりを大事にするスタンスに変わりはない。

「農園を一般に開放して、農業と観光や飲食業を結びつけ、観光農園や六次産業化にも取り組んでい

く。そういう形で農地を活用していくことで、アクセスの良い市街化地域の強みを生かせる。息子は独

立し、同市でイチゴの生産・販売に取り組んでいるが、イチゴの観光農園は海外からの観光客に人気。

生産緑地地区制度を活用し、地域一体で農業を広めるという方法もある。生産緑地地区内で許可を受け

れば、農家レストランや製造施設の建設も可能となった。」とアイデアは尽きない。「地域農業の発展

のため、農業委員会を通して、農地活用の方向性や生産緑地地区制度の活用について提案していきた

い。」そして、農業が発展すれば、若手も農業に入ってきてくれるという思いもある。

Story 3
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ＪＡあいち三河 理事（平成29年6月～）

いしかわ きぬえ

石川 きぬ枝さん

稲作農家の跡取り娘として経営の中枢を担う。近隣稲作農家の作

業も請け負うオペレーター。

長きにわたり農協女性部において食農教育活動に積極的に取り組

む。女性部支部長、本部副部長を経て、 平成27年よりJAあいち三

河女性部長を務める。

「共に学び 伝え 慈しむ」という精神を
大切にしたい

女性農業者のみなさんに伝えたいこと

何をやるにも、自分が楽しんでやって欲しいです。楽しくなるように、色々なアイデアを出し、自ら行

動することが大切だと思います。女性部長や理事などの役職を経験することで世間が広くなって、新た

なつながりができ、お金では買えない勉強ができます。

「人からは、家業をやりながら農協の仕事もこなして大変だね、すごいねと言われるけど、人が好きな

ので、人に喜んでもらえることは、自分自身の楽しみでもある。農業が好きだし、農協との信頼関係も

ある。」と、リーダーの仕事に自然体で向き合う。そして、人の心を動かすのは石川さんの行動力だ。

「自分から率先して動くよう努力はしている。私は口下手なので、采配はできないが、自分がまず率先

して行動する。そうするとみんながついてきてくれる。『共に学び、伝え、慈しむ』という精神を大事

にしている。」あれもやろう、これもやろうと自分が楽しむことで、人にも喜んでもらえるのではない

かとの思い。そのために、アンテナは常に高くし、常に新しいこと、楽しいことを探している。

自分が楽しんでやることで、人にも楽しんでもらいたい

女性部長から理事へ、JAの運営へ参画
石川さんは、JAあいち三河の理事と女性部長を兼務する。先輩理事の女性から、農業経営者であり女

性部長も経験していることから、JAの経営に携わる理事に適任だと後押しされ、役職を受けることを

決意。

「女性部の活動で理事にお願いしたいこともあるし、理事会での議論を女性部で速やかに情報共有する

ことができる。」というように、石川さんが理事と部長を兼務することで、理事会と女性部組織の双方

向のやりとりが迅速化する。

女性部で特に力を入れているのは、小学生を対象とした食農教育。地域産品や農協のPRにもつながる

活動。さらに、特に若い世代（フレッシュミズ）を対象に、大好評の料理教室を開催し、郷土料理のい

が饅頭や飾り寿司の作り方を伝えるなど、女性部の活動に興味をもってもらうため、様々な機会を設け

ている。「少しでも若い世代とつながる機会となればと思っている。」将来的には若手に女性部の活動

や農協の運営にも関わってもらいたいという思いがある。JAあいち三河では、理事及び女性部役員と

もに定年制を導入。70歳を超えたら、後進に道を譲り、より多くの方に役職を経験してもらうことが

できる仕組みとしている。

Story 4
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三重県四日市市 農業委員（平成8年7月～）

おかもと まりこ

岡本 萬里子さん

近隣稲作農家の作業も請け負うオペレーター。岡本さんは経理を

担当する他、経営パートナーとして家業を支え続けてきた。

地元の生活改善活動「Agriロマン四日市サルビア」に積極的に参

加し、毎年、地元の高校や小学校で食育活動を継続中。平成30年

度現在、「Agriロマン四日市サルビア」の会長を務める。

農業と福祉を結びつけたい

女性農業者のみなさんに伝えたいこと
地域農業に関心があったら、自分から手を上げて欲しいです。自分に力をつけるため、自己研鑽も必要だ

と思います。

担い手の労働力不足への対応、農業と福祉の連携
この地域の抱える問題として、担い手の労働力不足がある。一方で、近隣にある複数の障がい者雇用施

設では、仕事を探しているという実態がある。このような状況を背景に、岡本さんは、現在、農業と福

祉を結びつけられるよう、事業者や農業者側から情報を集めている。

「施設内でなく、野外での作業は、天候に左右されスケジュールを管理することが困難。農業者側の

ニーズと施設側の労働時間などの条件をすりあわせて、ぴったりはまる作業をみつけるのは非常に難し

いが、うまくいくよう進めていきたい。労働力不足を解消し、土地も活用できる着地点を探してい

る。」と意気込みを語る。

Story 5

岡本さんは、平成8年に女性としては同市初の農業委員となり、平成29年7月の新体制移行時には会長

職務代理に就任。

「農業委員になったばかりのころは、分からないことだらけだったが、分からないことは、どんどん質

問した。わからない事をわからないままにはしなかった。そして、すぐに輪の中に入れてもらうことが

できた。」と朗らかに笑う岡本さん。岡本さんは、地域の稲作農家から田植えや収穫の作業を受託して

おり、地域をまわって作業をしてきたので、地域の地理に明るかった。作業受託をすることで、人脈も

広がった。「地図を見れば、その場所の状況がイメージできることは、農業委員として私の強みだっ

た。オペレーターとして築いてきた人とのつながりのお陰で、話もしやすかった。」というように、家

業と農業委員の仕事は相互に関連してる。

「農業委員になった当初は、女性初の委員として何かやりたいと事務局に働きかけたが、そのうちに、

男性も女性も関係ないよな、という反応になった。確かに女性は農業委員に踏み出しづらいというのは

あったかもしれないが、なってしまえば男性も女性も関係ないと思う。男性も女性も同じなのだから、

引き受けたからには、やるべきことはきっちりやりたいと思った。家庭や仕事の都合では委員会は休ま

ない。休むことによって、『女はだめだ』との印象を与えてしまうと、後に女性を受け入れてもらえな

くなると思っていた。」と、後に続く女性のことを考え、責任感も人一倍強い。

農業委員の仕事に性別は関係ない
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梅本農園では、トマトの生産販売に取り組む。梅本さんは経理を担当

する他、経営パートナーとして家業を支える。資格を活かし、保育士

としての活動も継続中。

岐阜県女性農業経営アドバイザーとしての活動にも積極的に取り組む。

ひとりでは生きていけない地域のなかで
自分の果たすべき役割

女性農業者のみなさんに伝えたいこと
是非、農業委員や農協理事にとの声がかかったら、一歩踏み出し、まず、やってみてください。

人脈や視野が広がり、物事の見方が変わり、自分のためになると思います。

研修施設として農園を開放、新規就農者のサポート体制を提供
梅本農園では、全ハウスの約半分を研修施設として解放し、新規就農者の受け入れを始めて3年にな

る。園主のご主人が塾長として技術指導にあたり、梅本さんもそれをサポート。「農家の家に生まれた

子だけでなく、農地を持っていなくても、誰もが農業をやれる環境が整いつつあると思う。実力のある

方が入ってきてくれて、定住している。若手が育てば、その中からリーダーとなる人が順番に育ってく

ると思う。」そのような思いから、梅本農園では新規就農者の受け入れを行っている。

Story 6

岐阜県恵那市 農業委員（平成25年11月～）

うめもと のぶえ

梅本 信枝さん

JAひがしみの 理事（平成29年6月～）

梅本さんは農業委員と農協理事の両方の役割を担う。

「自分は農業経営の主ではないけれども、主でない女性の意見も大事だと思っている。そういう立場の

女性として、自分の意見を率直に発言していけばいいと思っている。」と、農業委員と農協理事の仕事

に真摯に向き合う。「当地域のような過疎地では、自分ひとりでは生きていけない。仕事でもなんで

も、地域のなかで助け合い、協力しながら地域を守っていかなければ思う。そういう中で、農業委員や

農協役員に声がかかったということは、自分が果たすべき役割なのだととらえている。」一方で、家業

との両立において、時間のやりくりが大変なのも事実であり、仕事のやり方も変えた。分業作業の中の

一部を担うのではなく、ここのハウスの仕事はすべて梅本さんが担当するというように、家族の理解を

得ながら、働き方も工夫している。

そして、「女性の社会参画は国が推進していることでもあるし、何を言われようが次の女性が出てくる

までは、ひるむことなくやり続けないといけない。」と、強い気持ちを持つ。

農業委員として形に残ることをやりたいという思いから、女性メンバーで広報誌「ええのお」の企画・

編集に取り組んでいる。この編集の仕事を通じて、メンバーの考え方を理解し、問題意識を共有するこ

とができる。「農協理事については、最初は無理だと断っていた。でも、トマト農家としての意見は言

えるし、農業委員としても勉強してきている。地域の農地の問題などは把握しているので、そういうこ

とについて理事会で意見を述べることができる。理事になったことによって、農協の置かれている状況

を理解し、改めて一農家にとって、地域経済をまわす農協のありがたさを感じている。」と、理事に

なったことで農協に対する意識も変化した。

経営主ではない女性の意見も大事だと思っている
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41府県に都道府県段階の女性の農業委員組織が発足しています（平成29年1月現在）。東海地域では岐阜県と愛

知県において女性の農業委員・農地最適化推進委員が交流できる組織が発足しており、研修会、視察研修などを

実施しています。

女性の農業委員・農地最適化推進委員組織

8

名称 設立年 事務局

岐阜県 ぎふ農業委員会女性ネットワーク 平成12年 （一社）岐阜県農業会議

愛知県 農業委員会レディスあいち 平成23年 （一社）愛知県農業会議

＜東海地域における女性の農業委員が交流できる組織＞

農山漁村女性のリーダーとして、積極的に社会参画し、地域の活性化等に貢献しており、かつ経営及び農山漁村生

活の向上に意欲的に取り組んでいる女性を県知事が認定しています。

名称は、女性農業経営アドバイザー、農村生活アドバイザー、農村女性アドバイザー、女性経営士等、県により異な

ります。

女性農村アドバイザー

女性農業者が日々の生活や仕事、自然との関わりの中で培った知恵を様々な企業のノウハウ等と結びつけ、新た

な商品やサービス・情報を社会に広く発信し、農業で活躍する女性の姿を多くの皆さまに知っていただくための取組

です。2013年11月に農林水産省が立ち上げ、全国から700名を超える農業女子プロジェクトメンバーと34社の企

業、教育機関6校が参加しています。（平成30年11月現在）

農業女子プロジェクト公式ホームページ https://nougyoujoshi.maff.go.jp/

農業女子プロジェクト

ＪＡ（農業協同組合、農協）をよりどころとして、食や農、くらしに関心のある女性が、集まって活動する組織です。ＪＡ

女性組織は、ほとんどのＪＡ（単位農協）にあり、おもに食農教育や地産地消にかかわる活動、助けあい活動（高齢

者福祉）などに取り組んでいます。また、とくに若い世代（おおむね45歳くらいまで）の組織として、「フレッシュミズ（フ

レミズ）」があります。（JA全国女性組織協議会Webサイトより抜粋 https://women.ja-group.jp/）

JA女性組織
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