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女性農業委員が４５人から５９人に
拡大！ ８委員会でゼロ解消！！

本県の女性農
業委員は︑昨年
度末には２０委

国統一改選︵本

２６年７月の全

ましたが︑平成

が選出されてい

が出席︵委任状１６︶し︑平成２

県下女性農業委員５９名中４３名

協 議 会 の 総 会 が 開催 され ま し た ︒

福寿会館において県女性農業委員

平成２６年９月９日︑ふれあい

重：３名︑岐阜：３７名︶が出席

業委員５５名︵愛知：１５名︑三

委員研修会﹂が実施され︑女性農

により﹁東海地域新人等女性農業

総会に併せ︑東海農政局の主催

平成２６年度
総 会 を 開 催

県で は４ ２委 員

５年度事業報告・決算や平成２６

しました︒

東海地域新人等
女性農業委員
研修会を開催

会のうち３５委

年度事業計画・予算を決定し︑監

員会か ら４ ５名

員会で 改選︶の

また︑県農産物流通課︑
︵公社︶

事を補充選任︵髙田禮子委員：本

選出と大 幅な増

県栄養士会等と平成２６年度の食

結果︑２８委員

員とな り︑８委

農教育の推進についての意見交換

巣市︶しました︒

員会で ﹁ 女性農

を行いました︒

会か ら５９名の

業委員ゼロ﹂が
解消しました︒
なお︑全国で

１８１委員会と

は１７８増の１︐

い る農 業委 員会

女性農業委員の

の２︐５７７名︑

員は５１８名増

プに分かれて交流会を行いました︒

事例発表を受けた後︑１０グルー

性農業委員協議会副会長︶からの

と飛騨市：中野多千子委員︵県女

員 ︵ 県 女 性 農 業 委 員 協議 会 会 長 ︶

情報提供︑中津川市：後藤展子委

研修会では︑東海農政局からの

は︑女性農業委

なりました︒
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浅野 喜代子︵選任・２期目︶

髙田 里美︵選任・５期目︶

員とし︑研修会への参加︑男女

わう楽しいひとときです︒

汗を流しています︒充実感を味

んで参加し︑

請があると進

され︑作業要

組合が法人化

農地法の案件を慎重に審議し︑

パトロール︑遊休農地の解消等

の引き締まる思いですが︑農地

長を承り︑身

は︑農地部会

農業委員会で

なって１１年︒

農業委員に

共同参画︑農地法︑農業者年金

今後も︑機会あるごとに活動

また地元の柿の栽培︑加工に努

地元の営農

農業委員と
制度など知識を身につけて︑地

に参画し︑組織の一員としての

﹃
女性農業委員として﹄

して︑農業委

域と農業と人を結びつけ︑安

めていきたいと思います︒

女性農業委員の皆様に思いを語っていただきました︒

員会の重要性

役割を果たしていくつもりです︒

辻 孝子︵選任・２期目︶

髙田 住代︵選任・２期目︶
１１年前に

々と交流し︑

なり多くの方

農業委員に
農業委員のご

皆さんの頑張

市橋 直子︵選任・５期目︶

安心・安全

縁を頂いてか

りに仕事の楽

水稲を営ん

なお米を生産

ら貴重な体験

しさを認識しました︒

でいます︒

瑞穂市

心・安全な農業に取り組みたい︒

活動しており
ます︒特に食農教育活動につい
て︑幼少期からの取組が大切な
ため︑研修会等にて︑情報を取
込み︑発信活動を行いたいと思
います︒

しています︒

の場を数多く

アスパラガス

私は酪農と

域農業を発展させるよう︑微力

足・遊休農地を解消する事︒地

事︒農地を守 る為の後継 者 不

さを今の子供たちに伝えていく

映していきたいと思っています︒

も応えていき︑後の活動にも反

の数々のご支援とご協力に今後

思います︒また︑他の委員さん

設けていただき大変ありがたく

います︒

うお手伝いができればと考えて

性の皆様が将来も安心できるよ

育ても頑張っていらっしゃる女

家族を支え︑農業も家事も子

農業委員として﹁食﹂の大切

の循環型農業

ながら活動していきたい︒

羽島市

を目指してい
ます︒農業委

佐藤 文恵︵選任・２期目︶

西川 ひとみ︵選任・２期目︶

を再認識して︑

岐阜市
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さんで再度農

１期空白をは

期目ですが︑

農業委員２

者に農業者年

性や若い後継

安定のため女

経営や生活の

将来の農業

なりました︒

ただくことに

務めさせてい

性農業委員を

縁あって女

今後の活動で︑一人でも多く

業委員となり
金制度の理解と加入を話してい

私は︑趣味で︑野菜を育てる

生︑保育園児︑

海津市

ました︒農業者年金推進や食農
きたい︒また︑子ども達には食

こともありますが︑先輩農業委

その保護者を

高田 禮子︵選任・２期目︶

教育等︑女性農業委員の活動が
の大切さを︑野菜の栽培から調

員の皆様方の知識には程遠く勉

対象に︑水環

青木 千恵子︵選任・２期目︶

認められつつあると実感してい

理までを体験することを通して

強させて頂く事ばかりです︒私

て 行 き た い と 思 っ て おり ま す ︒

も皆様方に近づくように精進し

のヒマワリ︑コスモスの花を毎

さんに手伝ってもらい景観植物

境保全の役員

地元の小学

國島 まき︵選任・５期目︶

輪之内町

す︒

の方と一緒に続けていきたいで

ます︒この流れを止めず頑張り

食育をすすめていきたいです︒

よろしくお願い致します︒

寺倉 百合子︵選任・１期目︶

ます︒

笠松町

幼児園にて

初めての女性

笠松町での
私は昨年︑

皆︑笑顔いっぱいです︒８年ば

句タラタラですが︑開花時期は

年育てています︒鳥害で種の蒔

キッズキッチ

農業委員とし

保育園で﹁食

かり続いています︒

森 とみ子︵選挙・１期目︶

ンを行ってい

て選出され︑

育﹂をテーマ

大西 由美子︵選任・３期目︶

ます︒種まき

非常に身が引

とした岐阜県

また︑２年前から町で始まっ

ての除草など︑子どもたちは文

き直しをさせたり︑暑さに耐え

と収穫体験︑

き締まる思いです︒

伊藤 勝代︵選任・１期目︶

収穫した野菜を使っての調理教

た月２回開催の軽トラ朝市に餅
生まれ育った地域が宅地化さ

主催のキッズ

室等︑食を通して命・農業の大

を搗いて出店しています︒売れ
れたり︑耕作放棄地が増える有

の餅はうまい！﹂と嬉しいこと

キッチンに参加しました︒

切さを知ってもらおうと頑張っ

様は寂しく︑少しでも農地を残

子供達は︑食べている農産物に

を言うお馴染みさんもでき︑お

残ることもありますが︑﹁あんた

ています︒この取り組みが今後

したいと思い︑何ができるか模

ついて親しみをもつことができ

茶のサービスやイベントの振る

季節の野菜のお話を聞く中で︑

長く続くように頑張りたいです︒

索中です︒

ると実感しました︒
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舞いに協力し︑笑顔でおもてな

揖斐川町

可児市

河野 常子︵選任・１期目︶

どへ︑木の実や栽培して作った

の老人会︑小学校︑子ども会な

その他︑ボランティアで近隣

となりました︒

目の農業委員

経過し︑２期

なって３年が

農業委員に

もっとのびのびと農業をしたい︑

を大切にして︑

横のつながり

開き︑女性の

との交流会を

女性農業者

に教えて頂きながら︑勉強して

受けた以上は︑他の委員さん

惑いながら受けました︒

良いのかと戸

委員になって

いない私が︑

何もわかって

土地の事等︑

ドライフラワー持参のリースづ
家ではシクラメンのハウス栽培

個々の経営に触れたら刺激にな

いきたいと思っています︒

可児 すみ子︵選挙・２期目︶

くりの出前講座︑それからキッ
を中心に農業を行っております︒

る︑農家の方の笑顔に会えて良

土川 千惠美︵選任・２期目︶

ズキッチンへの協力などと忙し
今後も女性の農業委員として︑

かったなど色々な話が聞けて︑

しを実践しています︒

い毎日となりました︒

農業の楽しさやすばらしさを伝

七宗町の女

山岡 洋子︵選任・３期目︶

七宗町

今後も継続していきたいです︒

富加町

えていきたいと思います︒

美濃加茂市

集約化︑大規

中農協へ出荷

ぶらなど︑年

里芋︑飛騨か

聞き慣れな

りをしました︒

と一度はお断

程度だから﹂

﹁家庭菜園

ないまま年数が経ったように思

た︒何をやったかと言うことも

う一期お願いされ引き受けまし

るに当たりも

新しい人を作

にするため︑

性委員を二人

模営農化に対する支援・補助施

しています︒

い言葉に戸惑い︑出張では参加

えます︒先日農業新聞に百姓も

新美 恵美︵選任・１期目︶

策や︑未来ある農業経営︑楽し

また︑やまびこ会と言う農業グ

者パワーに圧倒され︑現地視察

﹁なかなかいいもんだ﹂を書か

間宮 子鈴︵選挙・１期目︶

い農業に向けて︑支援の輪が広

ループに参加し︑農業の勉強会

では荒廃した田畑を見︑深刻な

れておられました︒私もそれを

なす︑大根︑

がるよう︑女性目線でがんばり

などさまざまな活動をしていま

後継者問題等も知りました︒

ですが︑農地

たい︒

す︒このような経験を農業委員

しか出来ない生き方があり︑そ

読ませていただき確かに百姓に
の活動に活かしたいです︒

気負うことなく︑私なりに尽
力したいと思います︒

われて久しい

継者不足と言

高齢化・後

山中 美惠子︵選任・１期目︶

安八町
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いたしました︒天候に左右され

れはなかなかいいものだと賛同
も消滅可能性自治体県一位から

継者となってくれた息子の為に

伝いをする傍ら︑低農薬︑有機

私の家はトマトを農家で︑手

作ったり︑家畜を飼ったり︑試

ています︒私自身︑畑で野菜を

ましたが︑１番気になったこと

行錯誤の毎日ではありますが︑

を１番にやっていきたいです︒

は︑東白川村の女性は本当に農

栽培で野菜を作り︑道の駅へ出

また︑東白川村農業委員会では︑

業を頑張っているということで

の脱却に向け︑農業委員として

耕作放棄地の解消に向けて﹁そ

す︒現在︑女性農業委員が増え

鳥獣害もありますが小百姓とし

ば﹂を栽培し︑村のイベントで

ていることとも繫がっているも

本当に楽しく農業をしています︒

二期目には

住民の方に配っています︒東白

ではないかなと思います︒農業

荷しています︒
農業委員として︑

農業委員に
いり︑現地確

川村では︑高齢化が目立ってき

をやっている方々が︑将来も安

母親として︑我が町を少しでも

推薦して頂き︑
認の聞き取り︑

ておりますが︑耕作放棄地を作

心できるお手伝いができたらい

てできる限り頑張っていこうと

何もわからず
農地パトロー

らないよう呼びかけ︑そばの栽

いなと考えています︒

農業委員として︑４年目を迎え

引き受けてし
ル又︑地域内

培にも力をいれていきたいと考

まずは︑自ら農業を頑張ること

まった私です︒

における会議などに出席させて

えております︒今後︑いろいろ

住みたい町にすることです︒

私は若いとき︑休耕田を利用

もらい農業委員として少しは成

勉強させて頂きたいと思います︒

思います︒

して︑学校給食へ提供する野菜

長できたかなあと感じるととも

今井 美沙子︵選任・２期目︶

作りをしておりました︒最近で

に︑これからも委員として自覚

上野 由紀江︵選任・１期目︶

は︑地元でとれた農産物を加工

をもって努めていきたいと思い

農業委員に

安江 眞知子︵選任・２期目︶

し販売しながら頑張っています︒

によって収入

少なく出来高

のは︑休みが

農業という

当に多くのことを勉強させて頂

民の方の農業へ対する想い︑本

農地対策︑住

農地法︑遊休

経ちました︒

なって４年が

も不安定なも

きました︒東白川村の農地は︑

今井 美由紀︵選任・３期目︶

このたび︑

のです︒しかし︑私は﹁農業は

中山間地域が多く︑農地として

ます︒

農業委員にな

農業委員とい

やりがいがあり︑工夫次第でも

管理していくだけでも大変です︒

早いもので︑

東白川村

って一〇年︒

う大役をいた

っともっと楽しくなる﹂と思っ

佐伯 美智代︵選任・４期目︶

今一番遣り

だきました︒

安江 千登勢︵選任・１期目︶

たい事は︑後
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ていく取組をしようと言ってお

集落営農をはじめ︑農業を守っ

は﹁美しい村﹂を目指しており︑

いと思います︒現在の村長さん

を荒らしていいという訳ではな

が︑
皆さんに助けて頂きながら︑

いる状態です

らず勉強して

まだ何も分か

なり１年目︒

農業委員に

施している婚活等︑地域の方の

みや︑現在関市農業委員会で実

そして︑耕作放棄地への取り組

くさんあります︒

いて勉強することはまだまだた

これからも農地の動向等につ

剣なまなざしに感動しました︒

ことから始め味噌の仕込みをし

２０人くらいで味噌・麹を作る

緒に作らせてほしい︒
﹂
と言われ︑

す︒今では地域の人たちに﹁一

らい︑米麹︑味噌を作っていま

務所農業普及課の方に教えても

私は嫁いできてから県農林事

カップルが数多くできるといい

られます︒私も村長さんの意見
女性ならではの視点で地域や子

お役にたてるよう努めていきた

ています︒地産地消で食農の観

児たちに話をしました︒その真

に賛成しており︑東白川村には
どもたちのために何が出来るか

いと思っています︒

中川 喜栄子︵選任・１期目︶

多くの農地が点在しております︒

考えて行動していけたらと思っ

しかし︑だからといって︑農地

その農地を守っていくために頑
ています︒

たいと思っています︒

点からもこれからも続けていき

なと思いやっています︒

張らなければいけないなと思っ
ております︒

議会推薦で

となりました︒

なって２期目

農業委員に

した︒農業者年金の推進委員に

るのか不安で

立つことがあ

果たして役に

員になって︑

私が農業委

きたいと思います︒

があればいろいろと貢献してい

がりを持ち︑私で役に立つこと

農業委員として︑地域につな

農業委員のお

長年勤めて

なって︑始めのころはあちこち

いつものよう

川村 信子︵選任・２期目︶

話があり︑正

いた仕事を退

回り勧めて歩いたのですが︑自

に田んぼでト

関市

直とても迷い

職し︑田畑の手入れはしている

分の思うようにはならず断られ

ラクターに乗

田植え間近︑

そんな私ですが︑食育のキッ

イベントを数回行いました︒今

業委員が婚活委員となり︑婚活

てきました︒

ていたら︑顔見知りの方が訪ね

って作業をし
ズキッチンという取り組みでは︑

岩田 幸子︵選任・２期目︶

ました︒議員

ものの︑農業委員のお話しを頂

ることも多かったです︒

浅野 由紀︵選任・１期目︶

さん役場の職員の方の熱意に負

いた時には専業農家ではないの

漆畑 和子︵選任・１期目︶

け︑お引き受けしました︒外の

で戸惑ってしまいました︒

りながら農業委員の仕事を理解
していきたいと思います︒

年もやる予定になっています︒

﹁農業は好きか？﹂と聞かれ︑
自作の紙芝居や野菜を使って園

一昨年から︑関市では女性農

農業委員さんに助けられ︑教わ

御嵩町

２０１５年３月３０日（第５号）
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ながら専門用語もわからず︑ち

初めての総会では︑資料を見
思いながら何

かなくてはと

何かをしてい

なって半年︑

農業委員に

こうと思っています︒

と交流し︑自分自身を高めて行

とまだ模索中です︒色々な方々

刺激を受け︑何か出来ることは

では︑皆さんの活動報告を聞き︑

女性会議での意見交換の場面

につとめたいと思います︒

的にも農業者年金の普及・啓発

農業担い手を考えた時︑将来

り組みたい︒

と食と農を一つに食農教育に取

力をもとめ活動を発展させたい

美濃市

んぷんかんぷんで焦りました︒
も手に付かない状態でいます︒

﹁はい︑大好きです︒﹂と返事を

会を重ねるごとに私有農地でも
この１年間は勉強 の年として

極上の土の中

いう事で私は女性農業委員にな

棄地には以前から気になって心

美濃市から

す︒活力ある農業生産をめざし︑

観を守るべく使命を感じていま

のくらしと景

ません︒地域

人事ではあり

と農を通して食育活動に力を入

恵を受け住む人もいやされる食

の生産者です︒雄大な大地の恩

作り上げる︑ひるがの高原大根

手間隙かけて

まき６０日間

りました︒

を痛めていました︒いかに荒れ

初めての女性

シャイな就農者達と農業女子と

れて行きたいです︒

青空の下︑

を楽しみながら守っていき︑後

農業委員が誕

の集いや自立に向けた起業的夢

和田 明美︵選挙・２期目︶

継者を育てていくことが大変か

生したことで︑

の実現を応援したいと思います︒

山口 はつ子︵選任・１期目︶

こうして県︑国︑地域の人たち

色々な研修会に参加して︑これ

私の地元は

に一粒の種を

したのが始まりで︑議会推薦と

に守られていて︑大切な土地だ

から自分がどう行動すればいい

限界集落が他

丸山 和美︵選任・１期目︶

と実感するようになりました︒

のか︑掴みたいと思っています︒

郡上市

私も農作業をしながら耕作放

を考えさせられました︒

地域の人たち

時間が許す限り︑いろいろな

須田 弘子︵選任・１期目︶

研修会に参加して先輩方のお話

とのつながり何か役に立てるこ

た農地を再生して︑自分の土地

しを聞いて︑微力ですが自分な

とがあれば力になりたいと思っ

多治見市

りに挑戦できたらと思います︒

女性農業委

おなりなさい﹂

奥村 優子︵選任・１期目︶
ても男性頼りにしていたことば

員の役目とし

２６年１２月

西村 富江︵選任・１期目︶
かり︒少しずつ努力し︑女性目

て女性の力と

の研修で頂戴

ています︒私自身︑何事に対し

線で意見が言えるように前向き

男性委員の協

﹁まず好きに

に考えて行こうと思います︒
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す︒農業委員を受けて１年目で︑

育成していま

を５０頭余り

地区で︑和牛

市日吉町高根

私は︑瑞浪

学ぶ心を忘れず︑逆境も進歩と

方との巡り合いに深く感謝し︑

逡巡の毎日でした︒素敵な先輩

上に︑お米生産者と委員拝命で

も自分で野菜を作り︑それも有

も残念です︒若い人達に少しで

作放棄地になったりして︑とて

増え︑アパートが建ったり︑耕

若い人は田んぼをやらない人が

おります︒
近年︑私の近所では︑

所﹁きなぁた瑞浪﹂に出荷して

は︑野菜を作って農産物等直売

を手伝っておりましたので︑今

ました︒私は若い頃から︑田畑

したが︑半年経って分かってき

ばいいのか全然分かりませんで

は︑何をすれ

農業委員と

頂きました︒

委員のお役を

昨年︑農業

委員の統一選

今回の農業

貢献出来ればと思っています︒

消の向上や食農教育に少しでも

サポートし︑土岐市での地産地

女性の立場や視点から農業を

幅の広さにただ圧倒されました︒

をするのか？農業委員の役割と

来るのか？何

です︒何が出

てのスタート

員として初め

女性農業委

気象等々︶は悪くなる一方です

鳥獣害︑異常

後継者不足︑

者の高齢化︑

す︒

第一に考え活動したいと思いま

地域に根付き︑役立てることを

業者でもある１農業委員として︑

らではの活動も大切ですが︑農

とか活動をしています︒女性な

せて頂き︑何

験や勉強もさ

た︒色々な経

目になりまし

熊崎 美保子︵選任・４期目︶

仕事優先で月１回の農業委員会

機栽培でなるべく農薬を使わな

挙の改選で女

土岐市

に出席するのが精一杯ですが︑

いようなやり方で︑野菜を作っ

性農業委員が

が︑生きる事に一番大切な食と

奥村 正子︵選任・１期目︶

出来る限り参加したいと思いま

て食の安全に心がけて頂きたい

５１８名増加

農に関われている事に感謝しつ

した揺ぎない言葉︒仕事を持つ

す︒

なと思います︒

されました︒私も全国の会長会

つ︑農業改革が農業者のための

板橋 つき子︵選任・１期目︶

近所にも︑牛を飼育している
農家がありますが︑後継者がい

後藤 展子︵選任・７期目︶

今期で４期

なくて畜産農家が消えて︑牛が

議等に出席し彼女達の活発な意

ものである事を願っています︒

三輪 やよい︵選挙・１期目︶

いなくなる日も確実に来ていま

見や活躍を目にし︑更に地域の

考える新人です︒

す︒１年でも長く和牛の世話が

農業の活性化の為に貢献出来る

く環境︵農業

農を取り巻

土屋 厚子︵選任・１期目︶

出来るように頑張りたいと思い

様に頑張りたいと思う次第です︒

中津川市

ます︒

瑞浪市

２０１５年３月３０日（第５号）
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等色々な経験

なり︑研修会
目を迎えまし

薦されて二年

農業委員に推

嫁いで四十年︒

養鶏農家に

ち上げ︑会員の田畑で作った野

っちん﹂を立

いなん百笑き

の有志で﹁け

らＪＡ女性部

三年程前か

と表現力に元気をもらい︑勇気

校への出前講座は子供達の発想

抱く中︑小学

大きな不安を

るだろうかと

して何が出来

農業委員と

岩本 洋子︵選任・１期目︶

ができました︒
た︒研修会等に参加しもっと勉

菜を使った高齢者の見守り弁当

づけられました︒自然の中で作

大庭 脩代︵選任・１期目︶

その中で自分
強して︑自分に何ができるのか

の宅配を始めました︒農業に関

物を育て︑食の大切さを伝える

三宅 伸子︵選任・１期目︶

の勉強不足を感じ︑自分には何
を考え︑認定農業者として夫婦

わることで地域貢献に繋がるこ

西尾 ひろみ︵選任・３期目︶

ができるか考えるようになりま

で農業の素晴らしさを伝えてい

喜びを感じます︒

農業委員に

した︒特別なことでなく自分の

とができれば幸いです︒

飛騨市

きたいと思います︒

高山市

仕事と結びついた行動で︑少し
でも貢献できればと思います︒

梅本 信枝︵選任・１期目︶

いただき︑子

々経験させて

なってから色

農業委員に

女性農業委員として恵那の恵ま

が少ない中︑

見を言える場

声を出して意

で働く女性が

家族を支えて来ました︒その心

を尽くして︑

体を張り︑心

私達女性は

て発言しよう﹂

﹁勇気を持っ

児からは笑顔を貰って︒だから

らは知恵を貰い︑食育で会う園

で出会う方か

ます︒研修先

を大切にして

人との出会い

中野 多千子︵選挙・５期目︶

供や孫達に安

れた自然環境の中で︑同じ時代

が農業界に新たな一石を投ずる

研修には出来るだけ参加して自

橋場 茂子︵選任・２期目︶

全で安心な野菜を届けられるよ

を生きる農山村の女性達と有意

ことを信じ︑残りの委員活動で

分磨きをしたい︒出掛けさせて

農業の現場

う︑我が家の農地は自分たちで

義な関わりを持ち︑農業振興に

は︑憶せず勇気を持って発言し

鈴村 佳代子︵選任・２期目︶

守り︑食育の大切さを伝えてい

努められると良いなと思います︒

たいと思います︒皆さん頑張り

くれる家族に感謝をして︒

今期の私は︑

きたいと強く思うようになりま
した︒

ましょう︒
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恵那市

２０１５年３月３０日（第５号）

２０１５年３月３０日（第５号）

して出て行く

なって女性と

農業委員に

遊休農地や耕

になります︒

なって︑５年

農業委員に

し︑食育食農

研修会に参加

性農業委員の

はじめて女

す︒

心を高めようと取り組んでいま

での子育てを勧め︑農業への関

います︒大豆作りや︑家庭菜園

いますが︑年々参加者も増えて

強く感じます︒

場の多いこと
作放棄地が目

活動や地場野

白川村

にびっくりし
につき︑気になるようになりま

菜の販売加工の旗振り役となり︑

田中 純子︵選挙・２期目︶

ています︒でも飛騨にはたくさ
した︒仲間と始めた地域の保育

生産者のまとめ役を気負いなく

田中 惠子︵選挙・２期目︶

んの先輩たちが見えるので︑今
園への食育活動が︑こつと要領

活動されていることに驚きまし

若い母親達と味噌作りをして

は食育で保育園に回って自分の

が少しずつ掴め︑ようやく慣れ

た︒

谷口 敏子︵選挙・１期目︶

ずはやってみる﹄と助言を頂き

たのも良いチャンスと捉え︑ま

惑うばかりですが︑﹃委員になれ

農業委員の役割の大きさに戸

害や高齢化で

てみると︑獣

トロールをし

地元の農地パ

委員となり︑

﹃担い手に

良い農地でも荒れており︑もっ

白木 久美子︵選任・１期目︶

出来ることを少しずつ頑張りた
てきたところです︒

山下 康子︵選任・１期目︶

いので︑ご協力のほどよろしく
お願いします︒

奥田 眞智子︵選挙・２期目︶

ました︒

保育園児を相

ということで

になり︑食育

なって２期目

ために効率最優先は当然ですが︑ 下呂市

スタートしました︒農地を守る

間管理事業が

昨年農地中

早苗風﹄

ればと思っています︒

使います︒こうして少しでも減

ってもらい︑五平餅作りの会で

托す二枚田

手に︑日々奮闘しています︒女

農地集積が難しい農地は︑市民

農業委員に

性農業委員で育てた大豆を使っ

農園等で利用すれば︑生き甲斐

うと思います︒

中川 恭子︵選挙・２期目︶
２期目とな
り︑委員の仕
事は１期では

そこで︑休耕地にエゴマを作

たいない思いです︒

て︑石臼できな粉を園児と一緒

や健康作りに役立つのでは？

まずは︑自己改革から始めよ

に作ったり︑豆乳を作ったりと
日々楽しく過ごしています︒

分からないと
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加しました︒本県からは︑女性農

業委員や関係者など１５０名が参

し︑東海・近畿ブロックの女性農

ろくプラザ﹂で標記研修会を開催

２月 ９日︵ 火 ︶︑ 岐阜 市﹁ じゅ う

性農業委員組織の主催により︑１

東海・近畿各府県農業会議・女

木昂平氏が﹁第２２回農業委員会

農業会議所農地・組織対策部の青

ょう﹂と主催挨拶︒続いて①全国

いき まし

発揮して

性の力を

すます女

会長が﹁ま

後藤展子

協議会の

農業委員

本県女性

冒頭︑

﹁世話役﹂として一層活躍して欲

地 域の女性農業者の頼りになる

保つことが大切︒女性農業委員は

﹁お互いを尊重し︑良い関係を

願いして進行しました︒

経営課の松波久実氏に助言者をお

経営支援課の伊東誉維氏と県農業

さん︶にパネラーを︑東海農政局

喜子元女性農業委員と横田美由紀

︵有︶しいたけブラザーズ︵横田

性農業委員と髙田さなえさん︶と

ーを務め︑髙田農園︵髙田禮子女

の國島まき監事がコーディネータ

ました︒本県女性農業委員協議会

は②蔵本ショ

市︶︑２６日

やまべ︵松本

ーズガーデン

ー・ファーマ

事務局含め２１名が参加した︒

会を開催し︑女性農業委員２０名︑

５〜２６日︑長野県内で標記研修

県女性農業委員協議会は２月２

承の理想

﹁経営継

次に︑

報提供を行いました︒

業女子プロジェクト﹂について情

営支援課 伊東誉維課長補佐が
﹁農

大変有意義なディスカッションと

情などの率直な意見交換がなされ︑ て長野県女性農業委員の会研修会

ョンを行い︑参加者から各県の事

をテーマにグループディスカッシ

振興に向けた女性農業委員の役割﹂

グ ル ー プ に 分か れ ︑﹁地 域農 業 の

パネルトーク終了後は︑１９の

画センター﹁あいとぴあ﹂におい

県男女共同参

その後︑長野

澄﹂を視察︑

ップ﹁セラ真

山辺ワイナリ

２５日は①

女性農業委員
視察研修を開催

業委員４４名︑ほか７１名が参加

統 一 選 挙 結 果 の 概要 ﹂ に つ い て ︑

しい﹂と興味深い内容でした︒

東海・近畿ブロ
ック女性農業委
員研修会を開催

しました︒

②東海農政局経営・事業支援部経

の形〜女

なりました︒

考える〜﹂をテーマにパネルトー

役活動を

はの世話

長野県や長野県農業会議からの情

藤 会 長 が 挨 拶 し ま し た︒ 研 修 は ︑

事務局長と︑本県女性協議会の後

古沢会長︑長野県農業会議の宮島

開会式では︑長野県女性の会の

に特別参加させていただいた︒
性ならで

クを行い
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報提供︑福島大学の岩崎由美子教

授による講演﹁真に女性が輝く農

業・農村を目指して﹂︑﹁元気な

女性農業委員
シンポ等に参加

３月３日︑都道府県農業会議及

農村は︑女性が輝いている﹂をテ

ーマにしたパネルディスカッショ

び 府県女性農業委員組織主催で

シンポジウム﹂が東京都﹁浅草公

ン︵パネリスト４名︶が活発に行

研修会には事務局職員や農業委

会堂﹂で開催され︑本県から女性

﹁第１１回女性農業委員活動推進

員会の会長なども含め１６２名が

農業委員１０名を含む２２名が参

われました︒

参加され︑長

ま た

加しました︵全体の出席者４２６

気のある取り

翌日に

野県女性農業

組みに大変刺

は︑有限

名︶︒

激を受けまし

責任監

委員の会の活

た︒
査法人

トーマ

ツ農林

水産業

ビジネ

ス推進室主催による﹁アグリビジ

ネ ス サ ミ ッ ト グ ラ ン ドフ ィ ナ ー

レ ﹂ が 東 京 証 券 会館 で 開 催 さ れ ︑

女性農業委員を含め２２名が参加

出 席 し ま し た 全 体 参 加者 ３ ４ ０

名 ︒

)

(

<編集後記>
昨年７月に農業委員の改選が行われ、本県においても２８農業委員会で５９名の女性農業委
員が就任されました。誠におめでとうございます。
改選前に比べますと、８農業委員会で女性農業委員が新たに就任され、全体では１４名増え
ました。全農業委員８９０名に対し６．６％とまだまだ少ないですが、改選前の申し合わせ決
議に基づき、各農業委員会でお取組みいただきましたことに感謝申しあげます。
さて、アベノミクスの農業改革は本番を迎え、農業委員会組織・制度についても、かつてな
い大きな変革が始まろうとしています。法律制定以来６０年以上に亘り「農地」と「人」対策
に視点を置いて、取り組んできた農業委員会の活動体制が変わることは不安でもありますが、
農地は地域の共同資源であり、そこに住む農業者を中心にふさわしい利用を進めることが、地
域活性化の基本であると考えるところです。
今回女性農業委員には１期から７期までの多様な方にご就任いただきましたが、情報交換を
積極的にしていただき、女性ならではの取り組みに期待するところです。皆様のご健勝を心よ
りお祈り申しあげます。
（Ｈ）

岐阜県農業会議 会長 鷲見 郁雄 岐阜市薮田南 5-14-12 岐阜県シンクタンク庁舎 2 階
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