
主　催：宮城県　
共　催：宮城県生活研究グループ連絡協議会，JAみやぎ女性組織協議会，宮城県漁協女性部連絡協議会，
　　　　みやぎアグリレディス２１
後　援：東北農政局，宮城県市長会，宮城県町村会，宮城県農業協同組合中央会，全国農業協同組合連合会宮城県本部，
　　　　全国共済農業協同組合連合会宮城県本部，宮城県漁業協同組合，宮城県森林組合連合会，
　　　　宮城県林業研究会連絡協議会，(一社 )宮城県農業会議，宮城県農業士会，宮城県漁業士会，
　　　　宮城県認定農業者組織連絡協議会，みやぎの女性活躍推進連携会議 （順不同）

◆宮城県農業・農村女性活躍表彰とは

日  時

場  所 オンライン開催
13時30分～15時（開場：13時）４ ２ ４年令和 月 日（金）

（会場参加：県各合同庁舎等）

この用紙は再生紙を使用し，環境にやさしい植物油インキ「VEGETABLE OIL INK」で印刷しています。
このパンフレットは 300部作成し，一部当りの印刷単価は 110円です。

13：30～13：45　 宮城県農業・農村女性活躍表彰　表彰式
13：45～13：50　 開会，挨拶
13：50～14：10　 農山漁村女性の活動発表
14：10～15：00　 基調講演
15：00 　　　　　閉会

　平成2年度から始まった農村女性の活動を表彰する宮城県独自の事業「農業・農村活性化女性グループ等表彰」
が令和２年度に名前を変え，「宮城県農業・農村女性活躍表彰」として継続しています。農業・農村において
社会参画や起業等で活躍する女性の個人やグループ等を表彰しています。

榊 田　みどり  氏
農業ジャーナリスト

演 題

講 師

女性が働きやすければ，
みんなが働きやすくなる
　～ユニバーサル農業に向けて～

基 調  講  演

さかき だ

〈講師プロフィール〉
　東京大学卒。生活クラブ生協を経て，現在，フリーランスの農業ジャーナリスト。農政
ジャーナリストの会幹事。日本農業賞特別部門「食の架け橋賞」審査員。06年度日本都
市センター「地域ブランド戦略研究会」委員。「食と農をつなぐ」をテーマに，食育・地
域ブランド・地産地消をテーマにしています。

２０２２
農山漁村パートナーシップ推進

宮城県大会

２０２２
農山漁村パートナーシップ推進

宮城県大会

（柴田町）
ぬまおお

大沼  カツヨ 様

　昭和30年代から農業を取り巻く社会情勢の変
化の波の中にあって，夫とともに農業経営に携わ
り，酪農，米，野菜などの様々な分野に挑戦し
続けてきました。夫とは常に対等に経営に参加
し，技術や知識の習得にも励んできたことは，
農業経営に携わる女性の好モデルということがで
きます。
　農産加工販売「柏工房」は，立ち上げ時か
ら娘の香代子氏と様々なアイディアを出しながら

商品づくりを行っていました。カツヨ氏のいきいきと活動する姿に触発され，孫三人が参加し，商品
は幅広い年代の消費者に喜ばれています。また，役割分担を明確化することで，女性の力をうまく活
用し，経営基盤を整えています。
　このような基盤のもと，安定して収益を上げ続けていることは，女性の力を生かした経営体として
地域の模範であり，その功績が評価されました。

女性活躍経営体部門最優秀賞

（東松島市）
いし もり こ

石森  さと子 様

　JAいしのまき女性部での活動のほか，東松島市食育推進協議会会長
として食育活動に長年携わり，特に地元産そばの栽培，収穫，そば打
ちなどの体験活動，小中学校での調理実習や出前講座などを通じ地元
食材の継承などに貢献してきました。
　東日本大震災で被災後，復興交付金等の事業を活用していち早く農
業法人を再生させ，イチゴ栽培に着手し，夫とともに大規模経営を実
現しています。地域の女性農業者のリーダー，経営参画のモデルとし
て地域農業者の模範となっています。
　JAいしのまき理事をはじめ，さまざまな役職を担い，意思決定場面
での女性の参画を実現させてきた功績は大きく，東松島市食育推進協
議会会長として，スマホなどのツールを活用した新しい情報発信にも
取り組んでおり，子ども・地域食育活動の推進の功績が評価されました。

◆宮城県農業・農村女性活

食

現

議
取

地域子育て部門最優秀賞

　昭和30
化の波の
り，酪農
続けてき
し，技術
農業経営
きます。
　農産加
ら娘の香

た。カツヨ氏のいきいきと活動する
喜ばれています。また，役割分担を
ます。
安定して収益を上げ続けているこ



発表１

農山漁村女性の活動発表農山漁村女性の活動発表

　米や大豆等地元農産物を活用した加工技術を市民に広く伝承する「市民開放講座」の講師
や，自家生産した農産物や加工品を販売する「まごころ市」の開催など，農村女性の強みを
活かし，所得向上，地域農業の魅力発信，消費者との交流につなげています。それぞれの会
員の加工品販売による収入増加や起業は，連絡協議会の貪欲な加工技術の研究と追求が大き
く実を結んだものです。
　昭和の時代から30年以上に渡り，息の長い活動を継続し，自家消費用農産物を利用しての
加工品作りと販売，またこれらに関わる技術向上活動は，農村生活の充実と地域農業の発展
に大きく貢献しています。

発表１ 令和元年度農業・農村活性化女性グループ等表彰女性地域社会参画部門
最優秀賞受賞　大崎市古川農産加工クラブ連絡協議会（大崎市）

会長
はら ちふく こえ

福原  千恵子 さん
（大崎市）

い えつさか こ

坂井  悦子 様

発表２

　私たちみやぎアグリレディス21は，
女性農業委員の連携による農業委員
会活動強化と女性農業者の地位の向
上等を目的に，平成14年に設立しま
した。
　これまで，会員への研修活動や地
区別懇談会を開催し，活動に必要な
知識の習得と，各市町村での農業委

員会活動や各地域の女性農業者の状況等についての情報交換を行っています。
　平成24年度からは，男女共同参画をテーマにした女性農業者との懇談会「女性の社会参画
に関する懇談会」を開催し，地域に一人でも多くの農業委員会への女性農業者の理解者を増
やし，女性の農業委員へ登用を進める活動を行っています。
　特に，農業委員会への女性委員の登用を進めるため，任期満了を迎える市町村を訪問し，
市町村長並びに市町村議会議長，農業委員会長に対して，農業会議とアグリレディスの連名
で要請を行っています。
　こうした活動の結果，設立当初14名だった会員数は現在103名となり，県内すべての農業
委員会に女性農業委員が誕生し，それぞれ積極的に活動しています。

発表２

　私
女性
会活
上等
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　こ
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知識

員会活動や各地域 女性農業者 状況等 情報交換

　水稲を中心に大豆や麦の生産農家に嫁ぎ，
当時の減反政策や米価下落による収入減を受
け，早期に家族経営協定を結び，家族の協
力のもとで加工部門を立ち上げました。また，
水稲栽培ではいち早く特別栽培とその直売に
取り組みました。
　経営の柱となった味噌加工では，多くの加
工グループで圧力釜等の安全な操作や衛生管
理を含めて指導しており，地域の農産加工へ
の取り組みに大きな影響を与えるとともに，一

般市民向けや子供向けの講座開催に力を入れており，農村文化，食や農への理解を深める活動に大
きく貢献した功績が評価されました。研究熱心な姿勢とリーダーシップにより，その能力を十分に発
揮して，経営を発展させて活躍しています。

般市民向けや子供向けの講座開催に力を入れており，

みやぎアグリレディス２１

会長
とう けいい こ

伊藤  惠子 さん

令和３年度宮城県農業・農村女性活躍表彰
受賞者の活動概要

女性地域社会参画部門（個人）最優秀賞

（仙台市）
き ち かさ さ こ

佐々木  千賀子 様

　地域の女性達で作る『神屋敷仕込み味噌クラブ』（以下：味
噌クラブ）の代表として地域伝来の味噌加工技術を守るととも
に，自らもおにぎりなどの地元農産物の加工・販売に取り組ん
でいました。東日本大震災を契機に地域の女性たちの雇用の場
を確保したいとの思いで，地域農業の担い手法人の理事になる
とともに，法人として新規に農家レストラン「おにぎり茶屋ちか
ちゃん」を開業させました。さらに味噌クラブの活動と，個人
で取り組んでいたおにぎり加工も組み入れて，法人の加工・販
売部門とし，法人の経営安定に大きく寄与しています。
　また，従業員である女性の意見を取り入れた商品開発を積極
的に行なうとともに，従業員の働く時間や休暇にも配慮した，
女性の働きやすい職場づくりにも努め，加工・販売部門ができ
て以来，だれひとり離職者を出していません。このような千賀子

氏の経営手腕により，地域女性の雇用確保と安定した法人経営が行なわれ，経営体として地域の活
性化に大いに寄与してきた功績が評価されました。
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化の波の中にあって，夫とともに農業経営に携わ
り，酪農，米，野菜などの様々な分野に挑戦し
続けてきました。夫とは常に対等に経営に参加
し，技術や知識の習得にも励んできたことは，
農業経営に携わる女性の好モデルということがで
きます。
　農産加工販売「柏工房」は，立ち上げ時か
ら娘の香代子氏と様々なアイディアを出しながら

商品づくりを行っていました。カツヨ氏のいきいきと活動する姿に触発され，孫三人が参加し，商品
は幅広い年代の消費者に喜ばれています。また，役割分担を明確化することで，女性の力をうまく活
用し，経営基盤を整えています。
　このような基盤のもと，安定して収益を上げ続けていることは，女性の力を生かした経営体として
地域の模範であり，その功績が評価されました。

女性活躍経営体部門最優秀賞

（東松島市）
いし もり こ

石森  さと子 様

　JAいしのまき女性部での活動のほか，東松島市食育推進協議会会長
として食育活動に長年携わり，特に地元産そばの栽培，収穫，そば打
ちなどの体験活動，小中学校での調理実習や出前講座などを通じ地元
食材の継承などに貢献してきました。
　東日本大震災で被災後，復興交付金等の事業を活用していち早く農
業法人を再生させ，イチゴ栽培に着手し，夫とともに大規模経営を実
現しています。地域の女性農業者のリーダー，経営参画のモデルとし
て地域農業者の模範となっています。
　JAいしのまき理事をはじめ，さまざまな役職を担い，意思決定場面
での女性の参画を実現させてきた功績は大きく，東松島市食育推進協
議会会長として，スマホなどのツールを活用した新しい情報発信にも
取り組んでおり，子ども・地域食育活動の推進の功績が評価されました。
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