
1 

“多様性”と“つながり”の深化を目指して 

平成２７年１０月２７日 
農業女子プロジェクト事務局 

（農林水産省 経営局 就農・女性課） 

～「農業女子プロジェクト」第3期に向けて～  

資料３ 
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 「農業女子プロジェクト」は、女性農業者が日々の生活や仕事、
自然との関わりの中で培った知恵を様々な企業のノウハウなどと結
びつけ、新たな商品やサービス、情報を社会に広く発信していくた
めのプロジェクトです。 
 このプロジェクトを通して、農業内外の多様な企業・団体と連携
し、農業で活躍する女性の姿を様々な切り口から情報発信すること
により、社会全体での女性農業者の存在感を高め、併せて職業とし
ての農業を選択する若手女性の増加を図ります。 
 

「農業女子プロジェクト」について ～概要～ 

民間企業・団体 

企業の力を 
農業女子に 

農業女子 

農業女子の力を 
企業に 

個別プロジェクトの推進 

○ プロジェクトの趣旨に賛同した企業と女性農業者が協同で、新たな商品やサービ 
 ス、情報等の開発を行う。（それぞれの企業活動の一環として推進。） 
○ 企業とのコラボレーションで発揮されるのは、農業女子の持つ「生産力」「知恵力」 
 「市場力」という３つのチカラ。 
○ 平成25年11月、自動車やファーストフード、旅行会社、ホテルなど農業女子と様々 
 な業種の企業とのコラボレーションを開始。 
 

『農業女子』の存在感を高める、企業連携によるビジネス発展、生産物の高付加価値化 

広  く  社  会  に  発  信 

農業女子の生産力の  
可能性を拡げる 

・生産物の売り場企画 

・自社サービスに農関連    
サービスを取り込む 

・所属員の福利厚生に農関連
サービスを取り込む。 

農業女子という  
新市場をつくる。 

・不満を解消する商品
改良。 

・欲求を満たす商品 
開発。 

農業女子ならではの
知恵を商品化する。 

・農業女子の知恵を活か
した商品/サービス/情報
開発。 

・農業女子の知恵を活か
した既存商品等の改良。 

・農業女子を旗印とした
既存商品等のセット化。  DATA（平成２７年１０月現在） 

  ○農業女子：３６６名   ○参加企業：２１企業 ○サポーターズ ２６５名 
   

プロジェクトの広報活動など  
○ 個別プロジェクトの進捗状況、季節ごとに農業女子目線でのイベントの開催  
 等、プロジェクトの活動を積極的に発信。 
○ サポーターズとの連携による拡がりのある活動の推進。 

１ 
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 農業女子ＰＪメンバーは、「私の仕事は農業です」と言えて、「自分の農業をもっと発
展させたい」という意欲のある女性のみなさん。年齢制限なし。 
  

女子ＰＪメンバー年代別構成

30代 
47％ 40代 

30％ 

20代 
13％ 

50代 
9％ 

60代 
1％ 

 発足当初の３７名から、２年で10倍近く増加、47全都道府県で誕生！ 
【都道府県別】 
①千葉県（26名）②群馬県（24名）②岡山県（24名）④愛知県（2１名）⑤北海道（1８名） 
【就農歴別】 
１～５年目：55％  ６～10年目：22％  11年目以上：19％ （不明４％） 
【就農ルート】 
嫁として就農：35％  後継者：32％  新規就農（独立自営/法人雇用）：33％ 

 多彩な農業女子メンバー（27年10月現在）   

２ 

全 国 

３６６名 
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 地域での農業女子メンバー活動の広がり   

【おかやま農業女子】※次ページ参照 
（「農業女子プロジェクト」の地域版）  

【北海道、東海】 
共同でマルシェ出店  

札幌三越でのマルシェ 

【全国８ブロック地域交流会等の
開催】 
 

九州地区交流会 

３ 近畿地区交流会 



   おかやま農業女子 活動のコンセプト 
○各自の経営発展をめざすものとすること 
○主役はあくまでも 農業女子自身であること 
 （女子が主体的に発案し実行、関係者はこれを後押し） 
○積極的な情報発信を通じて農業のイメージを変えること 

おかやま農業女子大交流会 
(27年4月） 

山陽自動車道・吉備SAにて 
販売開始！(27年4月） 

山陽自動車道・吉備SAにて 
軽トラとれたて市(27年7月) 

おかやま農業女子応援
セミナー＆交流会 

by 日本政策金融公庫 
(27年9月）) 

地元百貨店での 
販売コーナー設置 

(27年3月） 

吉備高原フェスタ 
with興陽高校 
（27年10月） 

４ 
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第１～２期個別プロジェクト活動の主な成果① 

「農業女子的トイレ」by（株）レンタルのニッケン［Ｈ26.7］ 

 圃場に快適なトイレがほしい…！ 農業女子メンバーの切実な声を受け、彼女
たちのアイデアや意見を取り入れた仮設型トイレ（プロトタイプ）を発表。現在、実
用化に向けて圃場でデモ稼働中。 
【特徴】 
・汲み取り作業や洗浄水が不要なオガクズ利用の「バイオタイプ」便器 
・休憩・着替えスペース、洗面台の設置  等 
 軽トラック「農業女子パック」by ダイハツ工業（株）［Ｈ26.9］ 

 農業に欠かせない軽トラックに、農業女子ならではの意見を踏まえた新型「ハイ
ゼットトラック」の「農業女子パック」が誕生。 
【特徴】 
・カラフルなボディーカラー（全８色） 
・肌に有害な紫外線等をカットするガラス ・小物入れスペースが充実 
・座席の高さを下げて乗降しやすく  等 
 
農業女子的サンドウィッチセット by 日本サブウェイ（株）［Ｈ26.10］ 
 「畑からの贈り物」と名付けた、期間・店舗限定のランチバッグを発売。４名の農
業女子メンバーが生産した野菜やお茶を使用し、サンドウィッチ、サラダ、デザー
トサンド、飲み物がセットに。 
【生産物提供】 
長谷川理恵子さん（群馬）の乾燥野菜、貫井香織さん（埼玉）の干し椎茸、山口ユ
ミさん（埼玉）の梅ジャム、早川ナナさん（静岡）のセレクト緑茶 ５ 
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第１～２期個別プロジェクト活動の主な成果② 
「農業女子トラクタ」by 井関農機（株） ［Ｈ27.6］ 

 15馬力トラクタの新型として「農業女子トラクタ」（愛称：しろプチ）を開発。農
業女子メンバーへのアンケートやミーティング等で寄せられた意見を反映。 
【特徴】 
・爽やかな白いボディーカラー  
・シート位置が調整できるサスペンションシート 
・日焼けを防ぐサンバイザや小物入れにもなるカップホルダの設置  等 
 

農業女子の想いを夏の美味へ  by （株）三越伊勢丹 ［Ｈ27.6］ 
 26年冬お歳暮に続き、農業女子が生産した食材を用いたお中元ギフト４種
類が登場。生産者の想いを消費者へ、2015年お歳暮ギフトも準備中。 
【お中元商品（使用食材）】 
・ジェラート（静岡の抹茶、熊本のレモン、愛知のブルーベリー） 
・冷製スープ（北海道のアスパラ、群馬のトマト、高知のとうもろこし） 
・水まんじゅう（岡山のみかん、トマト、紫芋） ・点心（埼玉のしいたけ） 

農業女子の泥汚れ悩みを解消する洗濯機！ by シャープ（株） ［Ｈ27.7］ 

 農作業着の泥汚れや汗染みに悩む農業女子の声を反映した、新型ドラム式
洗濯乾燥機を開発。 
【特徴】 
・頑固な泥も黄ばみも落とす「マイクロ高圧洗浄」による「極め洗いコース」  
・ひどく汚れた衣類だけを洗剤なしで５分程度で洗い流す「サッと予洗いコース」 
・ふんわりした仕上がりを実現する「ぽかぽか・おひさま乾燥機能」 等 
 

６ 
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女性に優しい草刈機 by （株）丸山製作所 ［Ｈ27.7］ 

丸山製作所の女性社員による商品開発チーム「Ｌプロジェクト」とのコラボレー
ションにより、負担を感じずに自然な体勢でできる草刈機「かる～の」を開発、11
月発売開始。 
【特徴】 
・ハンドルの高さ、ギアのケースの角度を変更し、エンジンを掛かりやすく改良。 
・体の片側だけが重くならないように付属品に両肩＆腰バンドを採用。 
 

ファミリー縁日 feat. 農業女子ＰＪby （株）ナムコ［Ｈ27.８］ 

第１～２期個別プロジェクト活動の主な成果③ 

農業女子ＷＥＥＫ＠丸の内タニタ食堂 by （株）タニタ［Ｈ27.４＆9］ 
農業女子とともにタニタの持つ健康イメージを発信する取組として、農業女子
の生産物を使った定食メニューの提供やメンバーの加工品等の販売、トークイ
ベント等を開催。 
【これまでのイベント参加メンバー】 
小川紘未さん（宮崎県、トマト）、遠藤真理子さん（愛媛県、サラダ菜）、高博子さ
ん（石川県、加賀野菜）、清水加奈さん（三重県、かぶせ茶）、堤千春さん（同） 

夏休みの終盤、子どもたちに野菜について楽しく学んでもらう機会として“野菜
の縁日”をららぽーと横浜で開催。農業女子メンバーが先生役として、クイズや
ゲームで交流しながら食育を実践。 
【イベント参加メンバー】 
笠原純子さん（千葉県）、片山京子さん（山梨県）、中島沙織さん（群馬県） 

７ 
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ワーキングウーマンリラックスステイ by リーガロイヤルホテル東京［Ｈ27.10～］ 

日頃より農作業で体を動かすことの多い農業女子の声を、働く女性の代表として
生かし、毎日忙しく働く女性に健康やスキンケアを見直し、疲れを癒してリフレッ
シュしていただきたい」というエールを込めて考案した宿泊プラン。 
【宿泊者特典】 
・農業女子メンバー太田佳美さん（岡山県）のドライピオーネのプレゼント。 
・参画企業タニタ・コーセーの商品の体験や試供品提供  など。 
 

第１～２期個別プロジェクト活動の主な成果④ 

農業女子フォトグラファー作品展示会 
 by （株）東急ハンズ［Ｈ27.10］ 

群馬県の農業女子メンバー・中島沙織さん
が、特技であるカメラで農作業の合間に撮
影した昆虫や花などを被写体とした珠玉の
写真を、東急ハンズ新宿店で展示・販売。 

農業女子はちみつデザート by （株）ローソン ［Ｈ27.9～10］ 

ローソン×農業女子プロジェクト×埼玉県ウーマノミクスプロジェクトの連携
商品として、埼玉県の農業女子メンバー・遠藤政子さんの「百花はちみつ」
をふんだんに使用したプリン・ヴェリーヌ（ゼリー）計４種類のデザートを開発。
首都圏、埼玉県等で期間限定販売。 
【特徴】・プリンは砂糖を使用せず、はちみつの甘さのみ。(クリームは除く) 
 

８ 

農業女子におすすめ野菜品種シリーズ化 
 by （株）サカタのタネ［Ｈ27.10］ 
新野菜の需要創造へ向け、
農業女子へおすすめの新
野菜のシリーズ「ハッピー
ベジタブル」を発表 
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（株）モンベル 

フィールドウェア改良に向けたモニターを実施中！ 

９ 

（株）東邦 

農業女子に役立つ洗濯方法・洗剤開発の現地調査を実施。 
農業女子に役立つ新商品を開発中！ 

（株）ＮＨＫ出版 

2015年4月より、「趣味の園芸 やさいの時間」で「農業女子に聞く！」を連載中。 

（株）東和コーポレーション 

農業女子の手袋に関するお悩み事やご要望を現地調査などを通じてヒアリングし、 
新製品開発中！ 

このほか参画企業の個別プロジェクトも進んでいます！ 
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このほか参画企業の個別プロジェクトも進んでいます！ 

１０ 

（株）エイチ・アイ・エス 

農業女子メンバー菅野瑞穂さん（福島）の圃場ツアー実施 

（株）東洋ハウジング 

中間報告会にて、農作業と家事や育児を楽しく両立しながら、豊かに暮らすことので
きる、農業女子仕様の住まい【na go mi no N-jyo】を提案、女子と意見交換を実施。 

コーセー(株) 

化粧品モニター＆自社サイト・広報誌での農業女子の“美”紹介などを実施 

（株）パソナ農援隊 

近畿地区農業女子メンバー意見交換会での講演 
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第３期 新規参画企業 

農業女子のもっと  モバイル生活 プロジェクト 
株式会社ＮＴＴドコモ 

「作る」から「創る」へ！ビジネス＆ライフ応援プロジェクト                  
城北信用金庫   

「素敵・未来・ガーデン」プロジェクト 
フマキラー株式会社 

すごい下着発明部 “農学科” プロジェクト 
株式会社ワコール 

１１ 
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  農業女子プロジェクト参画企業（10月末現在） 

１２ 

第
３
期
参
画 



14 

事務局としての第３期ミッション 

１３ 

①社会、農業界での女性農業者の存在感を高める 
②女性農業者自らの意識の改革、経営力の発展を促す 
③若い女性の職業の選択肢に「農業」を加える 

全
体
目
標 

第
３
期
ミ
ッ
シ
ョ
ン 

女子自身の 
営農意欲を 
“育む” 

 
サポート 

「多様性」を 
尊重する意識
を“育む” 

 
ネットワーク強化 

農業女子を「知ってもらう」から  
   深く理解し共感しあえる「進化と深化」のステージへ 

新しい出会い
とつながりを

“育む” 
 

場のプロデュース 
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