畜産に携る女性ネットワーク設立の背景
〜設立までの記録〜

Ⅰ．設立の背景
社団法人中央畜産会（以下「中央畜産会」と言う。）では、平成１０年度より
地方競馬全国協会の補助の下、都道府県畜産会等の協力を得、畜産経営者等の
仲間づくりを支援してきた。
また、中央畜産会では、国、農畜産業振興事業団（現農畜産業振興機構）の
事業により、畜産経営者同士の先進的技術等の交流を目的とする「畜産経営者
協議会」を開催してきた。
そんな折、食品に関する偽装表示問題等が起こり、消費者を意識した取り組
みは、生産者にとって大きな課題となってきたことから、中央畜産会では、平
成１４年度畜産経営者協議会において、女性経営者、後継者を参集し「消費者
との交流を考える」をテーマに同協議会を開催した。
この協議会の中で、畜種を越えた全国的な女性生産者同士の仲間づくり、ネ
ットワークづくりの重要性・希望・意見が、参加者から出た。
そこで、その場で、中央畜産会から今後具体的な検討を生産者とともに進め
ていくことを提案し、参加者から賛同を得た。
そして、平成１５年度に、１４年度の協議会参加者を中心に、
「消費者を意識
した経営のあり方」をテーマに協議会を開催した。この協議会の中で、女性ネ
ットワークづくりについてあらためて中央畜産会より提案し、参加者の賛同を
得た。あわせて、女性ネットワークは生産者の組織であり、女性ネットワーク
づくりの検討も生産者同士で検討を進めていき、中央畜産会はその手伝をする
こととなった。
これを受けて、生産者からの推薦、中央畜産会からの推薦により全国各地か
ら９名を選出し、女性ネットワーク設立準備会を設立した。
【女性ネットワーク設立準備会構成メンバー】
高松久仁子（奈良県
酪農経営）
安富 三代（岡山県
酪農経営）
川村 千里（島根県
肉用牛経営）
那須眞理子（熊本県
肉用牛経営）
北見満智子（神奈川県 養豚経営）
赤尾喜代子（長野県
養豚経営）
中島 陽子（福岡県
養豚経営）
長谷川洋子（青森県
養豚・養鶏経営）
青木 清子（長野県
養鶏経営）
（順不同）
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Ⅱ．設立に向けた動き
年月日
平成 16 年 10 月

区

分

平成 16 年
11 月 12 日（金）

第 1 回準備会

平成 17 年
1 月 21 日（金）

第２回準備会

内 容
畜産に携わる女性ネットワーク設立
にむけての準備について、地方競馬全国
協会の理解が得られ、中央畜産会が行っ
ている地方競馬全国協会の補助事業 に
より準備会を開催することとなった。
開催場所：中央畜産会会議室
１．議事
（１）畜産に携る女性ネットワーク
設立に向けての準備について
（２）今後のスケジュールについて
（３）その他
２．出席者
安富三代・那須眞理子・北見満智子
赤尾喜代子・中島陽子・青木清子
地方競馬全国協会・事務局（中央畜産
会）
３．内容
全国の女性生産者を参集（100 名規模）
しての意見交換会（女性ネットワーク発
起人会）を開き、多くの女性からネット
ワークについて意見交換を行うこと と
した。
開催場所：中央畜産会会議室
１．議事
（１）畜産に携る女性ネットワーク
設立に向けての準備について
（２）発起人会開催について
（３）今後のスケジュールについて
（４）その他
２．出席者
北見満智子・安富三代・高松久仁子
川村千里・那須眞理子・赤尾喜代子
中島陽子・地方競馬全国協会・事務局
３．内容
全国の女性生産者に対して、ネットワ
ーク設立への賛同と発起人としての 参
-2-

平成 17 年 2〜3 月

平成 17 年
3 月 30 日（水）

平成 17 年
5 月 16 日（月）

加依頼方法、発起人会の開催内容等につ
いて検討した。
発起人としての
全国の女性生産者
名にネットワ
参 加 を 呼 び 掛 け ーク設立への賛同と発起人としての 参
開始
加を依頼した。
別添 「準備会メンバー文書」参照。
発起人会
開催場所：虎ノ門パストラル
１．講演
・女性農業者グループに期待すること
（講演者）
安倍 澄子先生
（社）全国農業改良普及支援協会
・ネットワークの活動の現状と今後の
方向性−長野県の活動から−
（講演者）
佐藤 弘子先生
長野県 21 世紀に羽ばたく畜産を
担う女性のネットワーク委員会
２．意見交換会
（１）生産者グループの意義、課題等に
ついて
（２）生産者グループ活動の今後の方向
性等について
３．発起人出席者：79 名
４．内容
生産者グループの意義、今後の方向性
等について意見交換を行った。
当初からの準備会メンバー９名に、新
たに発起人から複数名を加えて、女性ネ
ットワーク設立に向けて準備を進め る
こととした。
（別添 「畜産に携わる女性ネットワー
ク準備会名簿」）
（別添 「
」畜産コンサル
タント平成１７年
号より参照。）
第３回準備会
開催場所：中央畜産会会議室
１．議事
（１）女性ネットワーク設立に向けた課
題整理
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平成 17 年
6 月 2 日（木）〜

平成 17 年
7 月 1 日（金）

（２）女性ネットワークの活動内容の
検討
（３）女性ネットワークへの参加呼び掛
け活動（普及・啓蒙）の検討
（４）女性ネットワーク設立趣意書、規
約、発足案内文書の検討
（５）女性ネットワーク発足式の開催内
容の検討
（６）今後のスケジュールの検討
（７）その他
２．出席者
高脇留美子・小山京子・木目澤久實子
月井千枝子・島田玲子・佐藤弘子・
赤尾喜代子・高橋まり子・川村千里・
神谷栄子・安富三代・中島陽子・
那須眞理子・渡辺千恵子・上村葎子・
仲本久子・事務局
３．内容
女性ネットワーク設立趣意書、規約、
発足案内の内容、発足式開催日、準備会
代表等について検討した。
【準備会代表】
代 表：北見満智子
副代表：安富三代・那須眞理子
発起人の承諾の
女性ネットワーク設立にむけて、発起
最終確認
人としての承諾を得るための最終確 認
を行った。
その結果、101 名から発起人として活
動を行うことについて承諾が得られた。
（別添 「発起人名簿」参照）
第４回準備会
開催場所：全国肉牛事業協同組合会議室
１．議事
（１）参加呼び掛け方法について
（２）案内パンフレット作成について
（３）活動内容について
（３）発足式開催について
（４）規約について
（５）今後の活動経費について
（６）ネットワークの名称について
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（７）その他
２．出席者
高脇留美子・人見みゐ子・北見満智子
島田玲子・佐藤弘子・高松久仁子
尾古満子・川村千里・安富三代
中島陽子・畠中五恵子・那須眞理子
事務局
３．内容
ネットワーク設立にむけて次の内容
が決定した。
①発足宣伝用パンフレット
②設立趣意書の決定
（別添 「畜産に携わる女性ネットワ
ーク設立趣意書」参照）
③活動内容（案）骨子
④地域相談・窓口候補（世話人）
⑤規約（案）骨子
⑥会費（案）
⑦活動内容具体化のためのチーム
構成
平成 17 年
女性ネットワー
発起人を中心に全国の女性経営者 等
7 月 11 日（月）〜 ク 参 加 へ の 呼 び に、女性ネットワーク参加への呼びかけ
掛け開始
と発足式開催について案内を行った。
また、農林水産省、都道府県庁、畜産
関係団体等の協力も得られた。
（別添 「参加呼びかけ用パンフレ ッ
ト」参照）
平成 17 年
７月〜8 月

平成 17 年
8 月 9 日（火）

女性ネットワー
女性ネットワーク発足式開催にあた
ク 発 足 式 へ の 共 り、畜産関係団体・企業・大学等を対象
催・協賛・協賛広 に、発足式の共催・協賛・協賛広告の掲
告の依頼開始
載について依頼を行った。
その結果、77 の畜産関係者等から協力
が得られた。
（別添 依頼文書参照）
第５回準備会
開催場所：福岡市
１．議事
（１）女性ネットワーク発足式準備に
ついて
（２）その他
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平成 17 年
8 月 28 日（日）

第６回準備会

２．出席者
北見満智子・安富三代・那須眞理子
中島陽子・事務局
３．内容
女性ネットワーク設立にむけて規約
（案）、世話人候補、活動内容等の最終
確認と発足式開催にあたって進行等 に
ついて検討した。
開催場所：中央畜産会会議室
１．議事
（１）女性ネットワーク発足式開催に
ついて
（２）その他
２．出席者

３．内容
女性ネットワーク発足式開催にあ た
って進行等について最終確認と準備 作
業を行った。
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