第2章

プランの展開

基本施策Ⅰ
◆女性の積極的な経営参加とゆとりある暮らしの実現◆
１

女性の能力が発揮できる農業経営の推進

２
３

ワーク・ライフ・バランスの推進
起業活動による６次産業化の推進

現状と課題
現在、農業・農村において女性農業者が果たす役割は多岐に渡ります。しかしながら、女性
は農作業に加え、家事・育児・介護等が大きな負担となり、精神的、時間的ゆとりが少なく十
分な能力発揮ができていない状況にあります。
農業・農村は、食料の持続的安定供給、農村がもたらす憩いの空間の提供など、その役割が
評価される一方で、担い手の不足や耕作放棄地の増加、農産物価格の低下などの課題を抱えて
います。本県の経営体の多くは家族を構成員とするものであり社会的、経済的環境の変化に影
響を受けやすいものとなっています。
足腰の強い農業経営体を構築するためには、女性が経営参加する権利と意識をきちんと持ち
自らを経営者として位置づけ、
家族個々の能力を互いが認め合い十分に発揮することが大切です。
さらに、魅力ある産業としての農業の確立には、農産物の高付加価値化や新たな流通経路の
開拓、農村環境を活かした事業の展開等も重要であり、これらを進めるためには女性の視点が
欠かせないものとなっています。
現在、農産加工や直売所、農家民宿などの起業は数多く取り組まれているところですが、経
営感覚を十分持った経営者が不足しており、経営環境の悪化、後継者の不足等により、事業の
継承が困難となっている組織も生じています。一方、国の六次産業化法を受け、農業の新たな
魅力づくりを行うビジネスチャンスとして農村地域での就労機会の増加や地域活性化を目指
し、事業展開を望む女性も増えています。
これらを踏まえ、農業技術はもちろん財務、労務等の経営管理手法を習得することの必要性
を提唱し、女性が参加しやすい研修機会等を設け、参加を促すことが必要です。さらに、新た
な商品やサービスづくりのためには産業の枠組みを超えた連携が有効であり、異業種とのマッ
チング機会の創出が求められています。
女性ならではの感性を活かし、担い手としての能力の開発と向上による農業や農村社会への
参画が、大いに期待されています。
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今の農業経営をもっと
発展させよう。

Ⅰ 女性の積極的な経営参加とゆとりある暮らしの実現

Ⅰ- 1

女性の能力が発揮できる農業経営の推進
推進方向

取り組みの方向

具体的な方策

①経営参画に意欲的な女性農 ①女性農業者の能力の向上
業者を対象に、農業経営の
能力や、技術の向上を図り ・女性が参加しやすい研修会
ます。
の開催と新たな参加者の掘
り起こし
・農業経営への参画の促進

・女性農業者のための講座開
催（県、JA）
・農業機械の安全講習会の開
催（県、JA）

②農業経営に主体的に取り組 ②能力が発揮できる環境づく
む女性の能力が発揮できる
りの推進
環境づくりを進めます。
・女性が取り組みやすい農業
の推進
・農村生活マイスター、女性
農業士、女性認定農業者の
認定数の拡大
・新規参入者の地域での定着
促進

・軽量、省力品物の提案と栽
培講習会の開催（県、JA）
・女性リーダー育成研修会の
開催（県）
・新規就農者の個別支援（県、
市町村、JA）
・新規就農者パートナー交流
会の開催（県、市町村、農
村女性団体）

③ 家 族 経 営 協 定 の 推 進 に よ ③安定的な農業経営のための
り、経営の発展と安定的な
家族経営協定の推進
農業経営の実現をめざしま
す。
・次世代を担う後継者が夢と
意欲を持って取組める世代
間の役割分担
・経営ビジョン※を踏まえた経
営の発展と円滑な経営移譲
・女性の所得向上のための協
定内容の充実

・家族経営協定研修会の開催
（県、農業委員会、農村女
性団体、協定締結者の会、
認定農業者の会）
・家族経営協定書モデル事例
作成（県、農業委員会、農
村女性団体）

※ビジョン：将来の見通し、構想、将来像

家族みんなで農業経営
佐久市

箕輪つた枝 さん

私の家は専業農家で、夫と息子夫婦４人による家族経営です。水稲３
ha、育苗、刈取作業受託とトマト栽培を行っています。
ＥＭぼかしを使った土づくりと、土壌消毒をしない安全安心なトマト
栽培を行い、消費者からは甘いトマトとの評判で喜ばれています。
家族経営協定で役割分担をし、仕事の責任と自分の時間を持って地域
活動等に参加しています。
息子は農業青年クラブ、私は生活改善グループに、息子の妻は家事､
育児をしながら農作業の手伝いをしています。
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仕事と家庭とどちらも
大切にしよう。

Ⅰ 女性の積極的な経営参加とゆとりある暮らしの実現

Ⅰ- 2

ワーク・ライフ・バランス※1 の推進
推進方向

取り組みの方向

①家族の話し合いをもとに、 ①農業経営と家庭生活の調
ライフスタイルを見直し、 和による、誰もが働きやす
農業経営と家庭生活の調和
く暮らしやすい環境づくり
がとれた働きやすい環境づ
くりを進めます。
・家族の話し合いを基にした、
家族経営協定の締結と実践
家族一人一人が意欲をもっ ・快適で健康な生活を営むた
て経営参画できるよう就業
めのルールづくりとライフス
条件の整備や家庭内での役
テージに応じた生活設計
割分担を進めます。
・家族一人一人の能力に応じた
農業経営と家庭内での役割
分担
・就農条件の明確化による女
性の経済的、時間的自立

具体的な方策
・家族経営協定研修会の開催
（県、農業委員会、農村女
性団体、協定締結者の会、
認定農業者の会）
・家族経営協定書モデル事例
作成（県、農業委員会、農
村女性団体）
・家族経営協定の地域ぐるみ
の 推 進（ 県、 農 業 委員 会、
農村女性団体）
・家 族 経 営 協 定の 推 進リー
ダーの育成
（県、
農業委員会、
農村女性団体、締結者の会、
認定農業者の会）

※１ ワーク・ライフ・バランス ：仕事と家庭の調和

協定で役割分担

地域活動へも参画
中野市

小林ふみ子 さん

中野市の農村生活マイスターで、女性も認定農業者になろ
うと、夫婦・親子間での協定を締結し、共同認定農業者の申
請を行いました。
我が家も、長男が就農し、夫と息子と私の３人で協定を再
締結しました。
経営や生活の方針を真剣に話し合い、それぞれが、農業や
生活の役割を担い、地域活動への参画も確認しました。

若い世代に家族経営協定を
東御市農業委員

楢原由紀子 さん

スイスにファームステイした経験から、
「農業は職業だから
プロとしての努力は惜しまないが、私の人生は別物である。」
ということを学びました。
夫と共にとことん話し合いを重ねた家族経営協定は、２人
の価値観と将来を確かめ合い、相続や退職年齢等、将来の展
望も入れて締結を行いました。
今、東御市で就農された若い方達に前向きに仲良く農業を
していって欲しいと心から願い、協定の締結を進めています。
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Ⅰ- 3

若い人の協力で起業
活動を強化しよう。

起業活動による６次産業化の推進
推進方向

取り組みの方向

具体的な方策

①農村の持つ豊富な資源や知 ①起業活動の促進と体制の強
識を活かした６次産業化を
化
推進し、地域の活性化と、
女性の所得の向上を目指し ・女性経営者相互のネットワー
ます。
クの形成
・異業種と連携した６次産業
化と起業組織の法人化
・子育て世代や若者が参画し
やすい労働環境の整備によ
る後継者育成
・起業に関する知識・経営管
理等の能力向上
・起業活動を通じた女性の所
得の向上

・女性経営者研修会の開催
（県､ 農村女性団体）
・６次産業化実践研修会の開
催（国､ 県）
・６次産業化相談窓口の開設
（国､ 県）
・地域農業６次産業化研究会
の開催（県）
・農商工連携会議での積極的
支援（県､ 市町村）
・ライフサイクルに合わせた柔
軟な労働シフトによる就労し
やすい職場づくり（農村女性
団体）

②加工技術向上による商品性 ②加工・直売等による農産物
の向上と、企画力強化によ
の高付加価値化
り、農産物の高付加価値化
を進めます。
・加工技術・商品性の向上
・企画力・販売力・商品アピー
ル力の向上

・信州の味コンクールの開催
（県）

③長野県特有の景観や伝統文
化を活かした起業活動を推
進します。

・農家民宿開設相談（県）
・グリーンツーリズムシンポジ
ウム、 交 流 会 の 開 催（ 県､
農村女性団体、グリーンツー
・体験農園・農家レストラン・
リズム協議会）
農家民宿など都市住民との
交流を通じた起業の促進
・宿泊施設等への地域食材の
供給など、観光と連携した
農業生産
③美しい自然や農の営み、伝
統を生かした取り組みの推
進

農家民宿、農家レストラン開業による６次産業化で食の安全支援
中川村 （有）食の安全支援隊

山崎美代子 さん

平成 16 年に (有) 食の安全支援隊を建設業の夫とともに設立し、養鶏
を開始しました。母として苦労を重ねた子育ての経験から、人一倍食品
の安全性には関心があり、飼料は地元の原料を発酵させ手づくりしてい
ます。平成 23 年には簡易宿泊所の許可を得て、農家民宿を開業しまし
た。元々料理が好きで、菓子製造、飲食店営業許可を取得し、卵や肉の
販路の拡大のために地鶏家 ｢一志｣ を営業しています。中川村は“日本
で最も美しい村“、自分のすべてを出し切る創作料理で心からのおもてなしを心がけています。
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十人十一脚で心を合わせて
塩尻市

手塚正子 さん

家族全員が「給料」を得ることを目的に、平成３年に有限
会社テヅカライスを設立し、米麦、そばを中心に 100ha を
耕作しています。
現在では、餅とそばの加工部門も取り入れ、直売所での販
売の他、神社の福餅づくりや老人福祉施設等でのそば打ちの
出前も行い、地域の方に喜んでいただいています。
これからも農業を通して社会に貢献できるように、家族は
もとより従業員さんと総勢 10 人で、心を合わせて慌てずゆっ
くり走っていきたいと思います。

味工房小諸すみれ
小諸市御影新田

代表

小山みつ子 さん

地域の農村女性で結成したグループで、地元農産物を活用
したおやきや弁当、漬物、味噌等の加工・販売を行っています。
福祉施設や一人世帯の集まる公民館、会社への弁当配達、
子供たちや男性向け料理教室での講師も務めています。
また、一般の方向けに豆腐作り、そば打ち、味噌づくりの
体験教室も開催しています。
イベントへも積極的に参加し、小諸農産物、特産品のＰＲ
に努めています。

有限会社

たんぽぽ
長野市篠ノ井

代表

小池峰子 さん

平成４年に『新しいことに挑戦し、地域に貢献したい』
と女性 30 名で「たんぽぽの会」を結成し、農産物直売所を
開設しました。
翌年には男性を中心に「たんぽぽ応援団」を結成し、男
女で地域の活性化に取り組み始めました。
平成６年に直売所の新設に併せ通年営業とし、加工製造
と食堂・ 弁当製造へと活動を広げました。
平成 11 年３月に法人化し、高齢者の野菜出荷代行も行う
直売部門、福祉弁当の宅配もする加工部門、おやき製造の
３部門で運営しています。

南信州らしいグリーン・ツーリズムを
この指とまれつながり逢いの会
農家民宿経営者、体験教育旅行の受け入れ農家や、観光農
業、農産物直売所、福祉施設関係者等々様々な業種の人が集
まり交流を深め、グリーン・ツーリズムについての学習をし
ています。
無理のない範囲で続けて行けるように、会員同士でアイデ
アを出し合って楽しんで活動しています。
ブログ：グリーン・ツーリズム in 南信州
http://blog.livedoor.jp/konoyubi2008/
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