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１）女性の役割や地域に対する現状認識 

●考え方が変わってきた 
・地域にある農業生産法人に、女性も高齢者も雇用されている。個人経営でリタイアした高齢者にとっても、

女性にとってもその作業は分担され、適した内容であることから、無理ではないと思います。「男だ女だ」

ではなく、その個性を活かし適材適所で役割分担することが必要。女性も力をつけ、そのチャンスがめぐっ

てきたら、断らずに進んで受け、努力してみましょう。私は、内の仕事も一つの経営体としてみる時、大切

な作業（仕事）であると思っています。子育てや家族の健康を守る食事を作り、教育・介護も仕事として認

めることが重要であると思います。子育てをしっかりして、健康な体を作る、夫たちが安心して働けるよう

に内の仕事をしっかりこなすことは大切であると思います。勿論、女性も大型機械で作業する方もおられる

が、それはそれで個性だと思います。（60代） 

・ここ数年の間で、考え方は随分変わりました。女性の立場は、良い方向で変わったと思います。地位につい

ては、まだ駄目だと思いますが、都市では、それ程、女性が主とした役に携わっている率が多いでしょうか？

何が違うかあまりわかりません。（50代） 

・女性の地位が低く見られていることはないと感じます。総会には積極的に出席しますが、地区別懇談会とな

ると、地域の男性ばかりなので、出席したことはありません。活動も認められていると思います。只、女性

の方が遠慮している部分があります。男女は分権だと私は考えますので、それぞれの分野で活躍できるのが

ベストだと考えます。（50代） 

・私達の部落は理解されている方だと思う。地域がらも同じだと思っている。（50代） 

・女性もしっかり酪農をやっているので、男性とは違う目線での発見がたくさんあると思う。発言しても、真

剣に受けとめてもらえるかは別として、どんどん意見を言うことは必要であり、〇〇町は言える機会や場所

はたくさんあるように思われる。（40代） 

・女性の地位向上は、大声で言わなくても良い状況だと思う。やはり男性は男として女性は女性としてのそれ

ぞれの役割を自信と責任を持って実現して欲しい。女性の意見を取り入れてくれた男性社会で私は良いと思

います。“女性の時代”等を言って、細くなって行くのではなく強くたくましい農業人男性を私は願ってい

ます。（封建的にではなく） （70代） 

・家庭はもちろん仕事でも女性の役割は大きいと思います。ここの地域は閉鎖的でもなく、自分の興味のある

ことには積極的に参加していると思います。（50代） 

・ここ数年で男女平等の意識が強くなってきている。（60代） 

 

 

●古い慣習が残っており、これを変えていくのは難しい 
・〇〇管内は稲作が中心の地帯ですので、他の管内よりいろんな場面において女性の進出が遅れていると思い

ます。（60代） 

・女性の地位向上は、まだまだ難しいです。（50代） 

・まだまだ男性優位の地域です。しかし、女性も前に出てバリバリやろうという人もいませんし、この状況は

変わらないと思います。（50代） 

・役員は男性ですので、役員に女性も入れてほしいと思います。意見を述べると、「あなたの奥様」といわれ

るのがまだ農村にあります。前に比べると女性の意見も聞いてくれるようになったと思っています。（60代） 

・個人が優先される時代なので、団体として活動するものは敬遠される傾向にあると思います。（JA女性部活

動等・・・） 女性が社会参画するには、配偶者及び同居家族の理解が必要だが、長年の農村に根付いてい

る価値観はなかなか変える事がむずかしい傾向にあると思われます。（50代） 

・女性の役割、地位については、どこの地においてもそうだと思うが、男性中心の社会と今でも感じられ、酪

農業をしているか企業の方は、ほとんど女性は無視のようでいつも「ご主人は？！」と言って、居なかった

ら「またあとで」と言われる。ただ女性は育児、介護、家事があるので、余裕が中々みつからない。地域の

同じ女性方と立ち話する事が一番の心の癒しである。まだまだ世の中は変わっていないようだ。（50代） 

・はっきり言って男性の考え方が古い。封建的で家庭中心の考え方が多いと思う。物わかりが良いように受け

答えはするが、最終的には自分の考えを押し付ける、特に 50代～60代の男性が。（50代） 

・地域での女性の役割はとても大きいです。あたり前の様ですが、女性が動かないと仕事でも、前に進まない、

今、女性参画と言われているが、私達の地域では今は無理と理解している。（60代） 

・女性の社会参画について、男性に頭の中では理解されているが、実現には至っていない。実現とは程遠い！

（60代） 

・男尊女卑。家でも地域でも男の仕事と女の仕事が決まっていてやりづらい。「昔から＊＊だ」とすぐ言われ

る。（40代） 

・まだまだ男性社会である。理事、総代、農業委員などまだ男性社会です。（60代） 

・私達の時代は姑さんの時代に比べて大分働きやすい、外に出やすい、負担も軽くなっているのだとは思いま

す。しかし、我が家も含め、まだまだ「男と女は違う」という考え方が、どうしてもあるように感じます。
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（30代） 

・農業経営は女性の力なしでは成り立たないと云われつつも、すべてにおいて男性が主体で取り進められてい

ると思います。近年は安心、安全な農産物の提供と、消費者の目も厳しく、生産者として食品衛生や農薬の

事、女性向けの研修会、勉強会をもうけ、知識を得る必要があると思います。その事で自信がつき、女性の

生きがいにプラスとなり、さらに発言する力もわいてきます。（60代） 

・自分自身は男性、女性関係なく意見や発言をする様にしているが、ほとんどの女性達は表面だっての発言等

はあまりしない様にしている気がします。しかし、私の住んでいる地域は最近男女共同参画に理解を示す様

になって来ています。長年総会や集まりの時発言をして来た事でやっと動き出した様な気がします。（60代） 

 

 

●未だに「お手伝い・労働力」としての認識が残っている 
・集会、祭り、旅行、忘・新年会など、すべてが男の人達の参加の場で、女性はお手伝いという形です。男性

が留守の時でも、農作業も家事も介護も女性の仕事は休みなく続きます。（50代） 

・地位はないと思う。いまだに女性は働き手という位置づけであり、共同で参加しているとは思えない。役員

になった時、同じ地域の方から「雲の上の人になったね」と言われた。同じ女性でも、女性が役員をやると

出過ぎていると思われる。（50代） 

・結構いろんな場面で必要とされていると思う。JA行事のお手伝いとか。（都合のいいとこで使われている・・・

かも）でも、JA 運営に関しては、決まったことをあとで知る程度で女性の意見は聞かれていないんだろう

なと思うこともある。（50代） 

・学校関係は、女性の会長などが広まり、地道に活動ができているが、地域などはやはり女性は、小間使い。

（50代） 

・地域の行事等の企画、運営は男性。女性は常にその手伝い等の習慣が根強く、女性自身もそれで良いと感じ

ている人が多い。しかし、女性同志では不満も多く出るが、それを公の話し合いの中では出せない（出さな

い）ので、改善される事はない。これは農業経営の中でも同じだと思う。（50代） 

・行事にしても、女性はお手伝い的な感じがする。（30代） 

 

 

●女性の意見を聞こうとする姿勢がない・女性が目立つことを嫌う 
・地域だけでなく、家族でも女の意見を言うと嫌な顔をされる。「女は黙っていろ」という事らしい。意見が

食い違うと怒鳴ったりするので情け無くなり、フラッと消えたくなります。農業も作ったものが全部製品と

して買ってくれるわけでないので、加工する施設・ノウハウなど学んで、力を入れる事が伸びて行く農業に

なると思います。（50代） 

・農作業においては女性の役割は非常に重要ではあるが、公的役職や役割においては、女性の参画は進んでい

ない。地区では役員等を男性のみで選考するので、女性の意見が反映しづらいと思う。（50代） 

・農業経営に女性が参画している家庭は少ないと思う。年代で違うかもしれませんが、女性が積極的に地域の

事に参加したり、意見を言ったりするのを、男性は良く思っていないと思う。家庭の中においても、女性が

経営に口を出す事や、家を空けて活動をする事も、理解してもらうのはむずかしいです。地域でも、女性の

役割（JAや役場にも意見や要望を出して）が大切と言われていますが、「女性は内」という地域性がある限

り、社会参画は難しいと思う。（40代） 

・自分の町内会の所では、それほど不便は感じていないけれど、町、農協関係などは、女性から意見を聞いて、

反映させる、という姿勢は、感じられない。女性がそういう場所で、意見を言える環境になるとよいと思う。

（50代） 

・良くも悪くも古い考えが多く、農家ではない所から嫁に来た人には面倒と言うか、イラつく場面がある。男

性が役員やまとめ役をすることが多いが、会社員経験の無い人は全体を見て動くことが出来ない。年配者が

若手をうまく指導出来ない。だからと言って女性に意見を言われると、的確な答えも言えずに機嫌だけ悪く

なる。（30代） 

・地域の集会や会合は女性が出席する事は絶対なく、もし出席しても発言などしたらたいへんです。農協理事、

農協委員など女性参画の声が有りますが、まず周りの男性の理解が必要ではないでしょうか！！農村は今で

も昔なりの考えしかありません。私は農家出ではないので考えられません！！農家の女性は、仕事をしてい

れば、十分の世界ですね！！ザンネン。（50代） 

・女性が発言すると何かとイヤがられる。古い体質が続いている為や、年齢を重ねても役職にしがみついてい

ると思う。（50代） 

・私は 50代です。自分の世代は、男は外仕事に力を出す。「女は口を出すな」の時代です。女性の声を聞いて

くれる人がいるかどうか？（50代） 

・女性が優秀なのはおもしろくないみたい。（50代） 
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・会議等で意見を言う時、先に立つ人と意見が違うと、女のくせに等の言葉が出てくる。（50代） 

・地域の会議、農協の会議など、やはり男性中心で、女性の意見は取り入れにくいと感じます。「間違ってい

るな？」とか「変だな？」と思うことも意見できず、どうせ変わらないだろうなと思い、あきらめてしまい

ます。私は主人と 2人の経営なので、いろいろ言いたい事も言えますが、同居しているお嫁さんは我慢もあ

り、大変だと思います。（40代） 

・まだ昔からの意見が多く、女が外に出ていくのを嫌がる傾向が強い。（50代） 

・女性の意見を言う機会もないし、受け入れられない。（30代） 

・各家庭によって違いは有ると思うが、嫁はなかなか地域参画等出づらい環境に有ると思う。周りの助言が有

って動ける状態だったり・・・それでも出づらい嫁は多々居ると思う。フレッシュミセス女性部の部員数が

増えづらい要因の 1つだと思う。（40代） 

・女性主体で何か動くことは嫌われがちだし、女性達もそれに対抗する気力がないので、女性の活動自体が少

ない。（30代） 

 

 

 

２）現状のとらえ方 

●お互いを尊重できている（現状に満足している） 
・私達の年代から若い人達は、非農家から嫁いだ女性が割と多くて、活発で活動的だと思います。まわりの理

解もある方だと思います。農家自体も農協も明るくて元気だと感じています。（50代） 

・女性部で農協のお祭り事業や、即売会にも参加させてもらっているので、地域の人達と直接ふれあう事もで

きるので、役割的にはできている方と思われます。（50代） 

・道内の田舎の方ではありますが、府県のような男尊女卑的な所ではなく、快適に暮しています。専業農家地

帯なので、農繁期は、夫婦共々忙しく、しかり役職はどちらか一方が受けるという形になります。（50代） 

・女性は女性にしかできない仕事、男性は男性にしかできない仕事があり、うまく分担していると思います。

家の中の仕事も我が家では、嫁、息子、私と上手に助け合いながらしています。私達の意見を主人に伝えて、

主人は自分もそうだと思ったら、JAの会合などにも伝えてくれています。（50代） 

・皆、夫婦一緒に働いているのでお互いの意見を尊重しているように思います。（50代） 

・女性として町内・JA など意見を聞いてもらっています。サラリーマンの方々と楽しく野菜（トマト・ジャ

ガイモ・トウモロコシ）他食べていただいています（小売りもしている）。近所の人達と手作り品などごち

そうになったり、お茶したり、時間を作って行ったり、来たりしている。女性部でも会議の後事務局を交え

てお話を楽しんでいます。支店の方々と大きな声で声かけをして皆さんと楽しんでいます。（60代） 

・それなりに役割や地位があると思う。（50代） 

・ほとんどの女性が車で自由に行動できる時代なので、女だからと我慢することなく主体的に行動していると

思います。（60代） 

・女性がとても元気でなおかつ活動的！女性のやるべき事はもちろん、すべてにおいて積極的。（30代） 

・男性、女性の役割は分担していますので良いと思います。お互い協力していて助け合っています。（50代） 

・女性の地位が低いとはそれ程感じていません。（50代） 

・地域という範囲がどの程度までか分からないが、住んでいる地域ということであれば、まあ戸別の差はある

としても、おおむね、女性の立場を尊重して大事にされていると思う。（60代） 

 

 

●男性中心のままで構わない（現状を肯定的に捉えている） 
・男女各々に役割があり、それに対する不満はない。地域のこと、経営のことは主に男性主導になるが、自分

がその立場になりたいとは少しも思わない。男性陣の方が大変な思いをしているので、それをサポートして、

上手くやっていきたい。総会に出席したり、組合員、理事になりたいとは少しも考えていない。（40代） 

・基本的に女性は家と畑を守り、男性が全体経営と機械作業を行うという事で、家のバランスが保たれると思

います。部門別での作物の栽培、管理を自由にさせてくれ、地域での女性活動に参加できれば良いと思って

います。私の地区での男女平等は難しいと思います。（50代） 

・私の地域では、年間行事は男性が中心になり、女性はサポート係です。不便を感じた事はありません。（50

代） 

・女性が地域活動に参加しやすい町だと思いますが、女性本人が携わることに不安を持っていると思います。

私自身も、昔ながらに主人を立て、家庭を守るのが私の仕事と思っています。そうして、農家の母さん達は

守り抜いて来たのです。地位など求めていません。（50代） 

・今のところ男に代わって女性がしなければならないとは思わない。女であれ男であれ、適材適所で出来る人

が役をもつものと思う。ＪＡの役員など、女性を増やして何をさせるのか見えない。もっと日常の生活にお
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いて、男女の別なく出来る人が食事の支度をするようになれば（何年もかかる）会議にも出て、帰ると野菜

もし、食事の支度、洗濯・掃除全部女の仕事となるならば大変なだけ。それでも役員になろうと思うほど、

おいしい仕事には見えない。（60代） 

・女性の地位の向上も必要ではありますが、そう思う人ばかりではなく、縁の下の力持ち的地位でよいと思っ

ている人の方が多いと考えます。男女平等とは言っても、男性的な仕事は女性には無理な面もありますので

（農業は特に）社会の地位、役割を与えられると、それなりの（人をまとめたりする）力もないといけない

ので大変だと思います。家で力もないのに、外に出て力を出すことになるのか・・・。（50代） 

・男性が最終責任を持ってやってくれています。昔からの流れもあり、男性が主な役割を進めてくれた方がス

ムーズに行くように思われます。（50代） 

・忙しい時だけ手伝うスタイルで充分。一緒に経営しようとは思わないです。女性部の活動には参加している

けれど、社会参画については興味なく、経営者にまかせたい。経営については把握していないので、アンケ

ートで書けない部分が多いですね。（40代） 

・男性は男性らしく強く引っ張るくらいが良いと思う。女性は女性の役割意識が有るのではないでしょうか。

（年代不明） 

・私の地域では町内の事はすべて男性が役員ですが、それはそのままで良いと思います。（30代） 

 

 

●女性は忙しくて負担が大きい 
・女性も男性と同等の立場になってきてはいるが、実際は女性が家を空ける事はちょっと困難な場合が多々あ

ると思う。家事は女性中心だし、家にいる年寄りも家の中のことは嫁に頼っている部分も多く、自分も家を

空ける時は炊事の事が気になる。（50代） 

・女性はとにかく忙しいと思います。夫の母は農家出身なので、それがあたり前にやってきたし、まわれたの

で、尊敬しています。私は、食事の支度が今たいへんで、母が手伝ってくれるので、何とかやっています。

母がいるうちは良いのですが、この先が、とても不安に思います。両立するのが大変です。（40代） 

・毎日、牛の世話と、家事、育児。介護で忙しい女性がたくさんいます。（50代） 

・私は家族の理解もあり、わりと自由に外へも出かけられますが、牛の飼育頭数が増えて、女性の仕事が以前

よりも忙しいように思います。女性部の活動はもちろん自分のやりたい事も出きていないように思います。

周りには役職になりたい方は少ないです。自分の意見を持っていてもなかなか前へ出て来られない方もいま

す。家事や仕事が忙しいように思います。（50代） 

・女性は仕事や家事にしばられていて、地域に参加する時間が少ない。（50代） 

・息子家族と、私達と４人で働いています。トマト、キュウリを作っていますので 6 月～10 月位まで１日も

休みなく出荷しなくてはなりません。毎日がいそがしすぎて、少しだけ自分の時間がほしい。（60代） 

・〇〇町はトマト生産などを、研修生（中国）を使いながら目一杯頑張っています。毎日の決まった仕事なの

で、行事などに参加する時は家族もみんな大変な負担となります。忙しくてなかなか外に目を向けられない

のも実情です。ハウスは 3～11月まで忙しい。冬期間もホウレン草などをまいて年間仕事をする人も沢山い

ます。平取の女性は働き者です。でも、役に当たったら大変です！！（50代） 

・農作業においては、まだまだ手作業を必要とする事が多いため、女性の作業は大変なところがある。家庭内

でも家事、育児など女性の役割は大きい。また、JAの役員や農業委員なども男性がほとんどを占めている。

（50代） 

 

 

●義親や地域の目線が気になる 
・最近は時代の流れもあり、‘イクメン’の若いお父さんが増えてきていると思います。元気で若いじいちゃ

ん、ばあちゃんが居るから出来る事と思いますし、２世帯住宅や、別宅に住む様になってきているからだと

思います。農業経営を任されているかどうかで考え方もちがうと思いますが、嫁と姑との関係が農家にとっ

て一番の悩みです。「嫁は手伝い！！」と思われがちです。何にしろ、経営主の考え方だと思います。「いく

ら女性が働いても、あたりまえだ！！」の考えだと辛いです。家事と畑の両立は大変です。私は両親と同居

なので、「家に居ても畑に居ても見られている！」と思うと辛いです。人それぞれの家族構成や環境が違う

し、両親と夫の理解がないと何も出来ません。（40代） 

・女性が役員等になると、家族（特に祖父母）が家をあけるのをイヤがる。「役をするのが好きなのか！」と

言われて、気持ちがめいる。（50代） 

・農家に嫁いだら、他の仕事（他の会社やバイト）をして家の農作業をやっていない人は、周りに言われたり

する。今の時代、嫁が農作業にかかわらない事は当たり前だと、もしくはそういう人が多いと思っていたの

で驚いた。家庭内で話し合って他の仕事をしているのなら、周りの人がとやかく言う必要はないと思う。（30

代） 
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・家族の中では仕事の話し、経営の事などは良く夫と話し合っています。JA 女性部に加入しているが、あま

り活動的に参加していません。やはり村社会は、女性の地位が低い様に感じます。余り目立つ事をすると村

全体に名前が浸透するので困ります。（50代） 

・女性が外で農作業をしないと成り立たない世界ですが、もっと農薬などから女性や子供が護られるべきだと

思います。外部から入って来た嫁には発言権がない場合が多く、趣味などに時間をとると、とがめられたり

しているのはかわいそうだと思います。自分は趣味が多すぎる為に嫁に行かず、自分の家で好きな事をして

います。周りの人は、「草を抜いているヒマあったら除草剤まいて仕事をしろ」と言われるので、せめて私

は子供達の為に公共の場の草取りをしています。子供達の半数近くがアトピー持ちなのに、定期的に除草剤

をまく遊び場で遊ばせられても文句が言えない母親達という状況です。（40代） 

 

 

●経営内で女性の立場が弱い 
・ひとりの社会人として仕事にかかわりたいが「副」の内容になってしまう。「いずれは全てやらなければな

らないから」と言われるが、親が他界するときは自分もそれなりの年になるので、今から準備したいのだが

まかせてもらえず。（40代） 

・結婚して 40年以上たちますが、常に若い頃から頭にあるのは女性の地位向上です。農作業、家事、育児、

介護と努力しても法律的にも女性は守られていません。議員、農協の理事等私達の地域にも今までも女性は

一人もいません。今年主人が６５才で法人経営（40 年以上）を息子夫婦にゆずりました。夫婦と書いたの

は息子の嫁さんが、仕事だけでなく、業者との話し合い、見学者の説明、インターネット上の掲示に宣伝、

その他息子と手分けしてやっているのです。まさに共同経営者です。（60代） 

・農作業全般にわたり、大きな担い手として役割は大きいが、経営者として個人の名前が出ることはないので

寂しい気持ちになる。（50代） 

 

 

●地域活動の担い手が不足（特に若い人） 
・年配の女性の方は自動車免許を持っている人が少ないので、出かけるのに他の人（家族も）を頼んでの外出

なので大変だと思います。なので、自分の地域の女性部は免許の持っている人が優先で役員が決まります。

いつものメンバーで回っている感じです。若い人が増えてくれればいいのですが・・・。（50代） 

・農家であろうとなかろうと、女性はまず出産、育児がジェンダーとしての役割だと思います。その役割にあ

る程度の区切りがついてから社会貢献でもないけど、仕事に、地域に、携わっていくのが良いかと思います。

急いで、背のびする事なく参加できる地域作りのためには、ある程度の人数がいないといけないが、近年の

少子高齢化や晩婚化によって、若い女性にも負担が増えているのではないかと思います。（30代） 

・地域全体でみると、まだまだ女性の役割も少ないし、地位も低いです。また、女性部という部門においては、

なかなか役職を引き受けてくれる人がいないうえに、若い人が入らず、全体的に高齢化になってきて、行事

を行うにも支障をきたしています。高齢の人から若い人にどうしたら世代交代できるかが今後の課題です。

（50代） 

・地域の活動では、男女一緒の活動が少なく女性部としての活動が多いので、男性の活動内容がよくわからな

い。人口が減少していることもあり、いろいろな役割をまかされる事が多くなり、とても負担に感じている。

（40代） 

・年々、支部の女性部員が減少する中、役員を選出するのが大変です。同じ人が何回もしなくてはならないの

が負担です。また、畑作農家が多い中の酪農家にとっては、会議の時間帯が早すぎたり、無理があります。

なかなか理解していただけないのがつらい時もあります。（40代） 

・特に感じることはない。ただ、活動に参加する女性が少ない。それが一番の問題。意識が低いのではと・・・！

（60代） 

・女性の世帯主が多く、役員も回ってきます。人数が減り続け、将来に不安を感じます。（60代） 

 

 

●地域内での人間関係が希薄になった 
・色々ありますが、女性自身が「活動に参加したい！」 と思っていない所に問題があります。責任を持ちた

くない女性が多くいます。（50代） 

・女性の集まり、行事などに於いて、小グループに分かれ、まとまりのない組織になっていると思う。年齢差

の中で若い人の中に入って行く事に入りづらい面が有り、残念に思う。（60代） 

・女の人はすべて低いです。地域もすべて自分の事ばかりで、和がなくなりました。（60代） 

・地域でも人がいなくなるより、老人ばかり。若い人は、青年部とか女性部に入るのを嫌がり、地域のつなが

りが薄くなった気がします。農家も 60才位になると、夫より奥さんの方が、立場が強い。女性が健康で元
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気だと地域も元気になる。（50代） 

・私の地域は人数が少なく集まりなどがあまりない。他の地域がうらやましく感じる。現在、ＪＡ女性部の役

員をしているが、役員選考が難しい。女性部の役員の人達が出る会議が多すぎるようにも思う。それを負担

に感じ、役員になる人がいない。女性部に入っていない人もたくさんいる。このままでは女性部がなくなっ

てしまうのではないか。（50代） 

 

 

 

３）周りの女性や、家族・地域に対する意見 

●女性自身も変わる必要がある、考える必要がある 
・年代や家族構成により、違うかも知れませんが、PTAでも地域の役員でも小さな事から参加していくことで、

家族も容認してくれる事につながると思いますので、一歩踏み出して欲しいと思います。（60代） 

・私の住む地域では、様々ではありますが、もっと社会に出て活動してほしいと思う所も多々あります。農業

委員、町議など女性はいますが、まだ人数は少ないです。出来れば JA理事にも女性が出てくれれば良いと

思っています。（60代） 

・女性の声を出せば聞いてもらえる環境なのに女性が声を出すことが少なく、行動に移さない人が多い気がす

る。（50代） 

・うちの地域は、わりと女が前に出てくることに関して毛嫌いされるような事はないと思う。ただ、やれ女性

の地位向上だ、社会参画だ、で、まわりの意識の改革も必要だけれど、まず女性自身が強い信念を持つこと

だと思う。（50代） 

・育児や介護が終わってからは、主人は私を連れ出す。地域では出る事が多いが、他の人などは出ていない。

他の人ももっと出ると良いと思う。（年代不明） 

・女性は家で働くという体質が残っているが、女性自身も毎日の忙しい生活に追われ、それで当たり前（仕方

ない）と思っている。女性自身が自分の人生設計を考え、どう生きるか考えるべき。（50代） 

・まだまだ男社会であり、平等共同で参画するには理解、浸透に時間がかかると思います。何も社会に参画し

なくても、女性の立場で作る組織等に携わっていく事の方が大切に思います。女性理事、女性農業委員を輩

出しようとする国策は、北海道の農業においては難題多しです。男社会の打開もまた大変ですし、と言う私

は男社会が心地良い気もしています。女性が只々働いてばかりの時代は終わっています。楽しみを持って営

農している仲間もたくさんいます。足元をよく見て、知ってほしいと思います。（60代） 

・女性がどれだけ、自分の地位の向上について、考えているか、ではないかと思う。今のままで、十分という

考えも、多いのではないでしょうか。（50代） 

・男性でも女性でも一生懸命な姿を見せて行動すれば、誰もが耳を傾け、顔を向け、動いてくれると思います。

これからの若者の活躍が楽しみな場面にもよく会います。（60代） 

・女性だからという差別はしてほしくない。地域や農業に深く係わっていきたいと思っている。女性というひ

とくくりの考えではなく、年代やその個人々のおかれている状況を理解してほしい。（50代） 

・まだまだ男社会である。もっと女性が外に出なければ。80 才になっても、外に出て意見を言える社会にな

ってほしい。（70代） 

・町では平成 17年に「男女共同参画推進条例」が制定され、条例制定に向けての審議員を務めました。町長

も各委員等、女性登用を推進していますが、女性自身が指名された時に拒まず受けなければ社会は変わって

いかないのでは・・・。諸会議や講演会等も「女性が出なくても・・・」「男性ばかりの中に行きたくない。」

と思わず、自分にとってプラスになる事であれば、積極的に参加する意識を持ちたい。町議、農協役員、農

業委員に女性がいないのが現状・・・ですが・・・。（50代） 

・女性自身が自ら経営に参画していく事が必要と思います。そして、自由業なので人との接点が少ないので、

女性部組織に入会して、自ら生の声を聞いたり、自分の目で見て生活する事が大切と思っています。それは、

多くの人との接点を持ち、老後いかに生きるかが私は大切と思っております。老後いかに楽しく生きて生き

られるかが大切と思っております。（60代） 

 

・地域の行事の企画、運営は、まだまだ男性が中心となっており、女性は”お手伝い”という意識が女性自身

の中にも根強く残っている。男性をおしのけて・・・という意味ではなく、同じ立ち位置で考え、意見を述

べて、本当の意味での男女共同参画は、まだまだ先である気がする。女性達自身も、考えを一歩前に進めよ

う！（50代） 

・女性が社会参画に。女性も、もっといろいろなことで勉強や経験を積み重ねていく必要があると思います。

（50代） 

・今の女性は発言力も行動力もあるし、家事や育児もみな協力してやっているので、女性だけ取り残されてい

る感じはしないが、女性ももっと農業や経営に関心を持ってほしいし、もっと勉強した方が良いのではと。

あなたまかせの経営で権利だけを主張するのはどうかなと思います。（50代） 
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●お互いの理解と協力が必要 
・家族の協力が必要であるが、地域の理解と協力も必要である。（60代） 

・特に感じてはいないが、お互いに能力を引き出しあえる関係（人の言うことに耳をかす）にならなければ前

には進まないと思います。嫁いで 32年。農村は男性中心社会と思う。一方、経営者としては、家族（妻、

後継者）の意見に耳をかし、ワンマン経営をしてほしくないと思う。（50代） 

・今の時代、「お嫁さん＝労働力になる」という考えではだめだと思う。各家庭の形態があり、世帯主は農業

が職業で共同経営者を目指す人、あくまで忙しい時手伝う人、いろんな形があると思う。まずはその形をど

うするかを、夫婦または家族で考える事が大切だと思う。（40代） 

・私は今息子に代を変わったばかりの 65才。夫婦で農業をしている時は、農業のことを夫婦で話をし、夫も

私の考えを聞いてくれた気がしています。息子夫婦にも、話し合いながらの経営をしてほしい。これからは

楽しい農業をと思っていますが、どうなるかは私次第かも。（60代） 

・例として我が家の場合、男の人は牛舎仕事だけして、あとは好きなことしていますが、女の人は仕事と家の

中のこと、育児に追われる毎日で、なかなか外に出る人は少ないと思います。また、外に出る事に、家族の

協力や理解がないとケンカになります。自分なりにやることはやっていますが、一つ手を出すと”あてにさ

れてしまいます”。男と女の差が、家族内であるかぎり、地域でも同じになると思います。お互いにいたわ

りあい、気持ちよく生活できる世の中になってほしいです。がまんしている奥様も多いと思います。（40代） 

・女性が女性部活動で家を出る時・・・、一泊二日であっても、なかなか出席することができない。家族内で

いい顔されない。きちんとした理由の中で、家を空ける事が、とても難しい状況です。妻として、夫や子供、

又は家族の人達が、もう少しわかってあげてほしい家庭が多からずいます。この先、農業を日本内で維持す

るには、「理解」、「分かち合う」などを相手にする事で、仕事、地域にも活気が出てくるのではないだろう

かと思っています。（30代） 

・女性の参画、理事へとの意見もありますが、北海道農業は専業中心であり、極めてむずかしいと思います。

私自身も、表に出るより家での参画、実権を持ちたいと思っております。（50代） 

・女性の農作業従事の役割は多大である。家族皆の力が必要不可欠である。（40代） 

・JA 活動（女性部）や婦人団体の役員のなり手が少ないし、部員数も減少している。農家の家族の理解が少

ないのと、女性が外に出ることが本人も農作業や育児で疲れがあり、出たがらない家族（特に夫）が出やす

い環境を作るべきだと思う。男が出かけるのは当たり前のような風習がある。女性自身が外に目を向けるべ

きだと思うが。（60代） 

・女性が社会、地域で役職を持つには、第一に家族（夫）の理解が不可欠だと思います。又、女性同士が足を

引く事も有ります。残念です。男女が平等に意見を出して女性の意見を聞く耳を持ってほしい。（50代） 

 

 

●今後取り組むべきこと・女性農業者の思い 
・個々には夫の意見が聞き入れてもらえるが、女性たちにも、まだ女が口出しする事ではないとの風潮もある。

共同作業の多い我が集団では、男女協力しての仕事が多いにもかかわらず、女性の意見は甘くみられる。親

子・夫婦の共同作業が多いですが、みんなで意見の言い合える集団であって欲しい。（50代） 

・やはりまだまだ男尊女卑です。本当に女性を農業委員や農協理事登用などしないと、男性も女性も変わらな

いと思う。女性特有の柔軟さを、農協そして経営も女性をいかすべきだと思います。女性も経営を男性にま

かせず口だしする方が男性も変わると思います。我が家は１+１＝3になっていると思います。（50代） 

・地域の会合など夫婦で参加できると良いと思います。夫が参加すると女性は参加しない様な環境に有ります

ので、家庭内での話し合いが出来なくなっています。女性は意見が言える場があまりありません。（50代） 

・私がお嫁に来た頃は「良く出かけるね」「3 日程姿見なかったけどどうしたの？」とか隣り近所のおばさま

達から言われましたが・・・30 年も経つと私が今その立場（おばさんの側）になっている事に気がつきま

した。地域の回りのみんなの理解や協力がなければ（家族はもちろん）女性が地域や、役員として参画する

事は難しいと思います。女性部の役員もしている今「参画」と言われて出席しなければならない会議、総会

等が増えている事にも、とまどっている事も事実です。家庭、地域等においての女性の役割が多すぎるのに

地位とか、権力がないのもビックリしています。「私、やります！」と言う女性の少ないのも「家の事で忙

しいから地域へなんて出られない。」「役員が当たるから私は無理」等の理由だと思われます。むずかしいで

すね！（50代） 

・男女共同参画と言われていますが、農村地帯は、まだまだ、封建的なところが根強く残っているところがあ

る様に見受けられます。そこには日本の長い歴史の中で築き上げられたものなので、簡単には変わらない様

に思いますが、そんな風にばかり言っていても、物言は進まないですね。そこで、「1 つ目は、先立つ男性

が、男性（組織内）に向って女性登用の必要性をきちんと理解させて頂く事！」「2 つ目は、女性が出る女
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性の足を引っ張らない事と、女性が勉強する事だと思います！」（50代） 

・現在当町では農業委員を 2名推薦で選出していますが、他は女性の役員は居りません。女性側が望まないの

ではと思うし、男性側も女性を必要としないと思われます。しかし、これから先は女性も役職に付く必要を

感じます。が、現実的には、家事、農作業をこなしながらの活動は難しいと思います。今後家族がこの様に

なったら、家族皆が協力体制で臨みたいです。（60代） 
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