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様式第 3号（第 4条関係） 

会  議  録 

1 附属機関等の会議の名称 

第 10期丹波篠山市女性委員会 第 7回委員会 

 

2 開催日時 

令和 3年 2月 3日 水曜日 10時 00分から 11時 30分まで 

 

3 開催場所 

丹波篠山市民センター 2階 催事場 1・2 

 

4 会議に出席した者の氏名 

（1） 委  員 （敬称略・順不同） 

     委員長 飯田 聡美 副委員長 本莊賀寿美 

青葉 有貴 河村 知佳 小山 美樹 松本 香菜子 

 

（2） 執行機関 事務局 市民生活部 人権推進課 課長 麻田英史 

係長 奥山直美  

（3） 講師 農事組合法人なちゅらるはーもにー 湊 友加 代表  

 

5 傍聴人の数  

 2名 

 

6 議題及び会議の公開・非公開の別 

 全て公開 

 

7 非公開の理由 

 該当なし 

 

8 会議資料の名称 

 第 10期丹波篠山市女性委員会第 7回委員会次第 ほか 

 

9 審議の概要 

開会 午前 10時 00分 
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（1） あいさつ 

（委員長） 

    おはようございます。第 7 回の女性委員会を開催します。今回は農事組合法人な

ちゅらるはーもにー代表の湊さんを講師としてお招きし、座談会を行います。和

気あいあいと、色々と教えていただきますようお願いします。よろしくお願いし

ます。 

 

     

（2） 座談会 

講師 農事組合法人なちゅらるはーもにー 湊 友加 代表  

内容 「女性視点の農業経営」について 

なちゅらるはーもにーの概要や委員の事前質問やについて資料を基に説明・意

見交換 

 

（講師） 

私が農業を始めた当初は、女性がとても少なく恥ずかしいという思いもあり、周り

にも言えなかったのですが、徐々に農業をやっていることを自分でかっこいいと思

えるようになりました。楽しく農業をしている姿を見せられたら良いなという思い

で取り組んでいます。 

農村女性連絡協議会に所属しています。様々な団体の代表者のグループで、次世代

の女性の担い手を発掘していこうと、先進地の視察や女性交流ランチ会を開いて勉

強しています。ただ、横のつながりがなく、同じメンバーになってしまっています。

若い世代の女性にも参加してもらえるようにしていきたいと思っています。 

現在、認定農家の中に女性は 2 人だけで、ほとんどが男性です。奥さんに声かけす

るのですが、会に参加することはなかなか難しいようです。 

丹波市では、女性グループを作り、有機栽培でアスパラを作ったりしていて、食育

にもつなげられています。 

（委員） 

4月から家の畑を週 4日くらいやろうとしています。初心者としては、色々基本的な

ことや細かいことも教えて欲しいと思っています。この夏、娘も自分で育てたきゅ

うりは食べることができました。子どもにはなるべく農薬の少ない安心なものを食

べさせたいと思っています。NHKの Eテレの番組で、畑づくりのことを勉強してい

ますが、動画や SNSで見るより、実際されているのを見させていただく方が分かり

やすくて良いと思うので、そういう機会があれば嬉しいです。 

（委員） 

   私も田舎に住んでいますが、知らないことが多いので教えて欲しいです。昨年、ト
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ラクターの研修で平らな所をすくことは教えてもらったけれど、黒豆を育てた後の

高く畝たてしてあるところをすこうとすると、ひっくり返りそうになってしまい怖

い思いをしました。こういう場合はこの方向から入ると良いなど、きっちり基本を

教えて欲しいと思います。 

（講師） 

  農村女性連絡協議会でも色々な研修を受けていますが、役員ばかりの集まりになっ

てしまっていて入りにくいため、若い人も入れるような会を作ろうという思いがあ

り、そういう時は女性委員会の方達にもお声かけしたいと思います。 

丹波篠山市の特産物、黒大豆を今年は 15ヘクタールほど作りたいと思っており、機

械化を進めています。今後、面積をもっと広げて生産量を増やしていきたいと考え

ています。目標としては、販路の拡大をしていくことです。現在は小田垣商店へ出

荷しています。 

   私には子どもが 5 人います。子どもが小さかった頃は忙しすぎたせいかあまり覚え

ていませんが、小さい頃からずっと畑に連れて行っていました。行事や病気になる

と農作業が止まったりして良い作物ができないこともあり、農業も子育ても中途半

端になり、つらい時がありました。パートさんに来てもらうようになって、大変あ

りがたみが分かりました。 

   農業をしていると、長期の休みであっても子ども達をどこにも連れて行けません。

仕事ばかりで申し訳ないと自分を責めていましたが、この間、寮に入っている高校

生の娘が「お父さんとお母さんの子どもで良かった。お兄ちゃんに対しての子育て

も間違ってなかったと思うよ」と理解してもらえていることが分かり、頑張ってき

て本当に良かったと思えました。大変なことも多かったのですが、支えてくれる人

たちのおかげで、今があります。 

  農業をしていると、会社員の方のように土日がお休みというようなメリハリがあり

ません。時間の割り振りや作り方、仕事と家庭の両立が難しいと感じているところ

です。 

女性にとって機械の使い方は難しい所があるのですが、女性向けにも色々操作の講

習会が開催されていますので、活用されるといいですね。 

六次産業化もやっていけたら良いと思っています。悩みながら方向性を模索してい

る所です。先日、女性の勉強会で、加工だけではなく、生のモノをどう売るか、自

分が作ったものをどれだけ自信を持って伝えられるかが大事なので、まずそこから

取り組むこと。まず、今モノはなくても、こんな良い所があるということを、紙に

書いて営業に行くことが大事だと教わり、衝撃を受けました。今は、インスタで日々

の取り組みをとりあえず発信していこうと思っていて、そうすることでどれだけ手

がかかっているかということも分かってもらえたら良いなと考えています。  
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（委員） 

自分にしかできない作業や、こだわる部分をパートの方に伝えるのは難しいと思う

のですが、そこは細かく「ここはこうして欲しい」と伝えてらっしゃいますか。 

（講師） 

私はブドウ担当だったので、細かい作業が必要で、この房は何粒、こういう風に剪

定して欲しいと伝えても、思うようにいかないことも多々あって、人に来てもらう

以上、そこは割り切らないといけない、100％自分の思う通りにはいかないと思って

います。思いはちゃんと伝えて、やりとりしながらやっています。 

（委員） 

   うちも自営業でずっと家にいるので、メリハリが難しいです。なので何時までにこ

れだけはやると決めたりしています。友人ができて、子育ての悩みや確定申告をど

うやってるの？とか、お互いに助け合う中で横のつながりができて、吐き出す部分

が他に必要だと感じます。子育てはすごくエネルギーが必要なので、両立は大変で

すが、少しでも悩みを共有できたりすると良いですね。私自身、土作りなどで分か

らないこともあり、一般の人と農業を専門でやっている人のつながりがあると楽し

いと思います。私達も学べるし、そういうつながりが広がっていけば、お野菜など

買ってくれる人も増えるだろうし、販路も少しでも拡大につながるのではないかと

思います。 

（委員） 

  農業をやっている人と、家の畑でやっている人が一緒に関わったら面白いし、今ど

んな野菜が求められているかなど、意見が聞けて良いと思います。 

（講師） 

数年前の雪害でビニールハウス全体が壊れたことがあり、今後は破れた部分だけを

補修すれば済むようにビニールを 5 分割にして張り替えるなど、全体には広がらな

いようにしたり、太めのパイプにして補強するなど工夫して災害対策をしています。

栽培面積が広いと収穫も 3 週間ほどかかるので、時期をずらすことができ、台風対

策になっています。 

災害や収穫量が少なくて困ったときは、融資の相談や、銀行への返済額を減らして

もらうなど、助けてもらうようにしています。 

   自然が相手なので上手くいかないこともありますが、一人で抱え込まずに、こうい

う状態で困っているということを従業員の方達に伝えるようにしています。作物の

担当を決めると、意識も変わり、責任を持って取り組めるようになり、今年はもっ

と良いものを作ろう！とそれぞれが思えるようになりました。 

（委員） 

  実際に農業を仕事としてするとなると、収入面が気になります。今やっている仕事

をやめるとなるとハードルが高くて、いつ、どのタイミングでやめれば良いのか、



5 

 

でも知識もないしどうしたら良いのでしょうか。 

（講師） 

  新規就農で農業をされる方に対して、助成金があります。また、親方制度といって

指導者のところに入って学ぶ制度などもあります。 

（委員） 

  一旦、例えばなちゅらるはーもにーさんにパートなどで雇ってもらって、ある程度

知識を得たうえで新規就農という形をとった方がスムーズに進みますか。 

（講師） 

   そうですね。社員さん 2名の内、1名は研修生で入ってきて、農の雇用制度を使って

働いてもらっています。独立する方法もありますし、そのままずっと働く方法もあ

ります。 

（委員） 

  子育て中で、ずっとはできないが、必要な農作業を募集してもらえて、ちょこちょ

ことした仕事やバイトができれば面白いですね。 

（委員） 

   今おっしゃってたことで、大規模農家さんだと農家と個人をつなぐ携帯のアプリが

出来ていますね。「この時期はキャベツの収穫に 1日 2時間来てほしい」という募集

が上がったら、一般の主婦たちが「じゃあ行きます」とスマホで登録して行ってい

て、そのアプリを経営しているところが儲かっているというのをテレビでやってい

ました。 

（委員） 

   収穫の仕方が動画を見たら分かるようになっていて、キャベツの収穫だったらここ

から切って、外葉を何枚落として収穫するなど、農家さんも収穫には人手は必要だ

し、それで知識がある人に来てもらえたりするのが良いですね。中学生や高校生で

も、土日関係なく配達などもお願いできたら良いと思います。 

 （委員） 

   農 How（ノウハウ）というアプリです。事前に動画が上がっているので、当日はい

きなり作業にかかれるので、農家さんの説明する負担も減るのも良いと思います。

来てから説明していたらロスもあると思うので、すぐに作業に入れるのが効率が良

いですね。 

（講師） 

  先ほどのパートさんに細かいことを伝えても上手く伝わらないというのも、それな

ら解消できそうですね。 

（委員長） 

   本当に色々と和気あいあいと楽しく教えていただけたと思います。また、こんなこ

とを募集しています、誰でも参加できますというようなことを発信してもらえるの
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を待ち望んでいます。本日は湊さん、ありがとうございました。 

 

 

（4）協議事項 

  （委員長） 

    次回の委員会の内容について、何かご意見はありますか。 

    例えば、助産師制度の基地になる所など、こうしていったら良いというようなこ 

とをまとめて、提案を深めていったりするのも良いのではないでしょうか。 

     

  （副委員長） 

    大きく夢、希望のようなことも考えて、その中でピンポイントはこれで、という

ような視点でも良いと思います。施設を建てようということでも良いし、細かい

所は充実させてほしいという提案でも良いと思います。実現可能なものだけに絞

るのではなく、目線を上に向けた中で大きな夢や希望があって、丹波篠山市を良

くしたいという所もあっても良いですね。その中から私たちはこういうことを選

びました、是非やってみたいと。ワクワクしたり自分がしたいと思うことは、人

に伝えるとみんなに伝わると思います。今日のような話でワクワク希望が持てる

というようなことがあると伝わりやすいと思います。ワクワク、ドキドキってい

うのは、年齢問わず女性だけでもなく誰もが思えると、「いいなぁ」とか「やっぱ

りここに住んでいたいなぁ」につながると思います。今日も湊さんのお話を聞い

ていてそう思いました。 

（委員） 

    皆さんが思う、住みやすいまち、ずっと住みたいまちというのはどんなまちです

か。実際今の家は持ち家ですが、そこにとらわれていなくて、県外に引っ越すか

もしれないです。その時に選ぶまちってどこなんだろうと。 

（委員） 

コロナ禍で、私は丹波篠山で良かったとつくづく思っています。都会のマンショ

ン暮らしの友人や、人が密集しているところに住んでいる人たちに比べたら、学

校が休校の時も子ども達が自然豊かなところで走り回れたりしたことは、子育て

する中でとても助かっていました。自然豊かな醍醐味をもっと子育て世代が感じ

ることが出来たら良いなと思います。やっぱり田舎で良かったです。私の村に関

しては、若い人はいませんが、隣のおじいちゃんおばあちゃんとかすごく良い人

ばっかりです。だからこそ、若い人を大事にしてくれている感じがあって、声を

かけてくれたり、農作業していたら摘みたてのお野菜をくれたり、子どもがいる

家庭にすごく優しい村だと思います。 
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（委員） 

    住みやすさは、人柄の良さかなと思います。青葉委員は周りとの関係も交流もあ

って良いなと思います。 

私はずっと田舎で育って今もいるけれど、親世代が町の会などを引き受けてくれ

ていて、私達世代とつながりがないので、近所のおじちゃんおばちゃんを娘はあ

まり知りません。田舎ならではの昔の地域の交流は大事にしていけるまちであっ

て欲しいと思っています。 

（委員） 

    住みよいまちというのは人それぞれ考え方、視点が違うと思います。今が住み良

いので変えないで欲しいという意見もあります。良いと思うことは自分が勝手に

思うだけで、人にとってはプラスではないこともあります。何でもかんでも新し

いことが良いとか、自分が良いと思うことを人が良いと思うということではない

と思います。大きな目標を持って、押し付けるのではなく、自分が良いと思うこ

とを人にも思ってもらうようにすることは大切だと思います。 

（委員） 

  選べる時代になっているということは嬉しいことだと思います。私は年取った時

に、近所の人が来てお茶を飲んだり、そういう風に暮らしていきたいと思ってい

ますが、それができにくい時代になっているかなと思っていて、それにはやはり

つながりがないとダメなんだと思います。変わる所は変わって欲しいけれど、例

えば認知症状が出ていても、「どこに行くの？ここにおったら？」「どっか行きよ

ったったけど大丈夫？」など言いあえるようなところは残っていて欲しいですね。 

（委員） 

    村の会など、行きやすい状況があれば良いなと思います。私がいる村で集会があ

って、ちょっと行きたいと思っても行きづらかったり、村の人が気を使って呼ん

で下さらなかったりということがあります。自分が自由に選べる状況があれば、

行きたい人が行けて、そういう会があるということを知っている状態があったら

いいなと思います。 

 

（5）その他 

 次回開催予定 

  次回は 3月 24日（水）午前 10時 00分から市民センターにて開催予定 

 

閉会あいさつ 

 

（副委員長） 

   本日は、出席いただきありがとうございました。次回大きな目標に向かって話し
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合っていきたいと思います。 

本日は、お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

閉会 午前 11時 30分 


