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第３期個別プロジェクト活動の主な成果
『「農業女子ＰＪ」コラボ食育イベント』 by 日本サブウェイ ［Ｈ27.11］

「農業女子presents 野菜マルシェ」として、5名の農業女子が旬の野菜や果物、限定の加工品

を販売。やさいクイズ＆じゃんけん大会では、正解すると農業女子から美味しい農産物をプレゼ
ント。また「子どもたちのためのサンドイッチ教室」に参加していただいたお子様にも農業女子お土
産セットを抽選でプレゼントした。

草刈機“かる～の”のモニターを実施 by丸山製作所 ［Ｈ27.11～］

前期に完成した、草刈機“かる～の”の販売を開始。完成から１年後には１周年記念誌を発行。

誌面では農業女子のこだわりが詰まったその仕様や、リアルな口コミを、実際に購入した農業
女子メンバーの写真とともに紹介。FBでも大反響。

農作業用手袋の販売と周辺グッズ開発 by東和コーポレーション ［Ｈ28.3～］

農業女子メンバーの声を活かした農作業用「インナー手袋」とゴム手袋のセット商品
を発売開始。装用感の良さで好評を得ている。また、手袋に続く周辺グッズとして「農
作業用帽子」の開発に着手。

「紫外線対策＆汗水に強い好印象メイクセミナー by コーセー［H28.3、11］
仕事・生活スタイルに合わせた実践型のスキンケア＆メイクアップのセミナーを開催。関東地域では、

農業女子メンバー23名が参加、プロのメイクアップアーティストから紫外線や汗に強くかつ好印象のメ
イク方法がレクチャーされ、参加者から好評を得た。11月に大阪でも開催予定。
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『ジャムの日』マルシェ＆母の日マルシェ by 東急ハンズ［Ｈ28.４、5］

「ジャムの日」（４月20日）に合わせ、全国の農業女子メンバーのジャムを一堂に会し、

販売。また、お母さんに贈りたい、一緒に食べたい、農業女子ならではの野菜ブーケやジャ
ム、ピクルス、お茶、多肉植物の寄せ植えなどの様々な商品を販売。エディブルフラワーを
使ったワークショップも開催。

農業女子と一緒に野菜づくりを学ぶワークショップ byナムコ ［Ｈ28.4］

農業とエンターテインメントを組み合わせた新たな食育機会の提供と女性農業者の認知を高
めるイベント「親子で楽しむ！テーブル農業教室」を「ららぽーと横浜」（横浜市都筑区）で開催。

モデルハウス『na go mi no N-jyo』がオープン by 東洋ハウジング［Ｈ28.5］

“一緒に楽しみながらゆっくり、ゆったり過ごす”、をコンセプトのモデルハウスが千葉ニュータウン
に完成。農業女子が持つ「ママ目線」と「プロ農家目線」により、家事・子育て・収納・素材・庭を通じて、
こだわりを「カタチ」に。また11月には、地域の方が自由に利用できる多目的スペースのモデルハウ
ス『N-jyo Koya』も流山おおたかの森にオープン予定。

農業女子WEEK＠タニタカフェの実施 byタニタ ［Ｈ28.5～6］
5/15（日）～6/30（木）までの間、タニタカフェ（新潟県長岡市）で、農業女子メンバーの農産
物や加工品を使用した軽食やドリンクメニューを提供。
また、期間中、同県のメンバー曽我千秋さんによる「トマト食べ比べ会」、同じく高松ひかりさ
んによる「旬な野菜と梅酢を使ったワークショップ」も開催した。
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フィールドウェア開発モニターの実施 by モンベル ［Ｈ28.６］
農業女子ＰＪメンバー10名対象に、フィールドウェアのモニターを実施し、実際に使用した感想、

気づきやアイデアなどを、企画開発者とミーティングで直接意見交換し、開発に生かしている。
また、オンラインストア「モンベルフレンドマーケット」にて、農業女子ＰＪメンバーも生産品を出品。
関連イベントでの販売も行っている。

『ハッピーベジタブル第２弾』の発表 by サカタのタネ［Ｈ28.7］

「育てて、料理して、食べてハッピー」がコンセプトの新野菜シリーズ「ハッピーベジタ
ブル」。新品種のミニダイコン「あやめっ娘」を含む秋まき品種計6品種を第2弾として

発表。「簡単で気軽に調理ができる」、「栽培や販売が楽しくてやりがいがある」、「カ
ラフルで形がかわいい」など、女性農業者におすすめしたい品種を選定。

「ローソンフレッシュ」で農業女子の野菜販売 by ローソン［Ｈ28.8～］

ネット宅配サービス「ローソンフレッシュ」にて、農業女子メンバーが生産したこだわりの農
産物セットを、生産者ならではのオリジナルレシピを付け、産地リレー形式で期間限定販売。

ハッピーベジタブルを使った料理教室［Ｈ28.9］
by サカタのタネ×リーガロイヤルホテル東京

参画企業２社のコラボレーション企画。農業女子メンバーが育てたハッピーベジタブルを
使用した本格中華料理２品の作り方をシェフから学べる料理教室を開催。講習後には２品
を含むコース料理を、農業女子メンバーとともに堪能し、生産者と消費者の交流が図られた。
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歳暮・中元等で農業女子メンバーの野菜・果物等を商品化
by 三越伊勢丹HD［Ｈ27.11、28.6、28.9］

農業女子メンバーの生産した野菜・果物等を素材として使った、農業女子の想いを詰め
込んだ中元・歳暮商品を発売したほか、レシピ付き農業女子の野菜アソートセットを三越
伊勢丹オンリー・エムアイ商品として２週間限定で販売。

「農業女子交流会」の実施 byパソナ農援隊 ［Ｈ28.9、28.10］

日頃の農業経営の悩みや課題などについて解決できる良い機会、グループワークを通し
て、女性農業者同士の交流の機会の場として、『農業女子交流会 in 東海』を開催、「パー
トの募集方法 人の活かし方」、「販路支援・営業支援・見せ方売り方」の２講座を行った。

対象機種名(AX-XW300)

ヘルシオに農業女子のレシピを提供 by シャープ ［Ｈ28.9］

ウォーターオーブン「ヘルシオ」に、農業女子メンバーが考案したレシピが登場。専用アプリ
からレシピ情報を確認できるほか、レシピを考案した農業女子メンバーの農産物販売サイト
にもリンクし、材料を購入することも可能。

経営セミナーの開催 by 城北信用金庫 ［Ｈ28.10］

地元食品メーカーや中小企業診断士による経営に関する講義や、クラウドファンディング
の説明等、信用金庫ならではの強みをしかした経営セミナーを開催。
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虫よけスプレーの発表 byフマキラー［Ｈ28.10］
虫よけスプレー「カダン スキンベープミスト ナチュラル」の発売にあたり、農業女子メン
バーがモニター試験に参加するとともに、メンバーの意見を踏まえ、農業女子をモチーフとし
たパッケージで発売を発表。

農作業用ICT機器の実証 by NTTドコモ ［Ｈ28.11（予定）］

同社が提供する農業ICT機器やサービスの農業女子メンバーによる実証の他、コ
ミュニケーションサービスを活かした農業女子×ドコモの特設サイト製作、農業ICT
コールセンターの活用などを検討。

農業女子の快適な下着の開発 by ワコール ［Ｈ28.11（予定）］

農業女子メンバーの視点を取り入れた、新しい下着の開発・商品化
を進めている。新商品を11月中旬に発表、来春の販売を予定。

一般消費者にも使いやすい「耕うん機」の開発 by 井関農機 ［Ｈ28.11］

農業女子の意見やアイデアを取り入れ、従来にはない、一般消費者も使いや
すい耕うん機を開発。
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第４期に向けて
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「農業女子プロジェクト」第４期に向けて

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

農業女子、参画企業、教育機関の「つながり」を強化
コラボレーション、地域展開等、新しい多様な「チャレンジ」を展開

未来の農業女子
をはぐくむ

地域活動の
サポート

メンバー・企業
による

情報発信の促進

「つながり」と「新たなチャレンジ」へのステージへ！
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第４期 活動方針

未来の農業女子育成の“はぐくみ”

女子メンバー、参画企業等による積極的な情報発信
（公式HP、FBグループ）

地方における活動のサポート

→参画企業同士のコラボレーション
→女子メンバー・企業間の情報共有

→“はぐくみ”の活動への農業女子メンバーの協力
→参画企業とのコラボレーション

→公式HPにおける活動の紹介
→組織立ち上げや活動にするアドバイス、サポート等（事務局、地方農政局等）

メンバー・企業の意向や進捗を踏まえたプロジェクトの運営
→メンバー・企業の意向把握、プロジェクト活動への反映
→既存プロジェクトの活動状況に応じた新規プロジェクトの開拓



16

第４期 新規参画企業

農業女子的ファッション改革プロジェクト
～自分の着たい服を企業と共創しよう～ 豊島(株)

繊維商社として、農業女子とアパレル各社を繋ぎ、農業女子の多様なニーズ
にあった日常着をつくる。

DNPプロジェクト ～農業女子の未来のあたりまえをつくる～
「Develop Next Package」 大日本印刷(株)
農業女子の悩みやこだわりの多い包装資材について、デザインと機能性を両

立する新しいものを作り、販売まで展開する。

「おいしい！」を未来までつなげようプロジェクト
コンビ(株)・コンビウィズ(株)

保育園に通う園児が日々の生活の中で農業に触れ、楽しさや達成感から食
に対する興味や農業の素晴らしさを知る。
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チーム“はぐくみ”のコンセプト

農業女子プロジェクトのミッションのひとつである「若い女性の職業選択肢に『農業』を加える」ことを実現してい
くため、高校・大学等の教育機関によるプログラムと、活躍する農業女子の魅力を結びつけ、農業を志す学生の発掘や
動機づけ、意識の向上のための取組を行う「チーム“はぐくみ”」を結成します。
一人でも多くの「未来の農業女子」を育てるため、学生×教育機関×農業女子による新たなチャレンジを展開します。

チ
ー
ム
“は
ぐ
く
み
”

大学・高校等が活動に参加する学生
を募集の上、事務局へ提案。

提案内容を事務局が審査の上、パー
トナー校として認定。農業女子メン
バーを紹介。

提案に基づいて、学校×学生×農業女
子により活動を進める。

パートナー校と学生は、成果を発表。
以降も必要に応じ、事務局及び農業
女子メンバーにより活動や進路を
フォロー。
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チーム“はぐくみ” パートナー校（平成28年11月現在）

「新たなワークスタイルを提案するkawaii農業女子育成プロジェクト」
by東京農業大学（東京都世田谷区、神奈川県厚木市、北海道網走市）

同大学で学ぶ女子学生＝未来の農業女子候補という人的資源と、6次
産業化を体系的に学ぶことが出来るという研究・教育基盤を最大限に
活用し、（１）高校とのネットワーク（高大連携）を活用した未来の
農業女子育成、（２）未来の農業女子候補と企業の連携による
“kawaii（かわいい）農業“の発信、（３）未来の農業女子候補と農業
女子メンバーの交流を実施。

「農業からはばたけ！チャレンジ＆応援プロジェクト」 by 蒲田女子高等学校（東京都大田区）

普通科の女子高校ながら、生徒へのキャリア教育の一環として、2014年から
「農業プロジェクト」を実施。農業女子メンバーによる「職業としての農業」の
講演、千葉県館山市との連携による田植え～稲刈りの体験、収穫した米の商品名
やロゴマークの作成などを生徒主体で実施。2年目からは地元自治体や商店街と
も連携し、米粉への加工や販売など6次産業化へのチャレンジも開始。
2015年には「農業プロジェクト」の取組により、文部科学省主催の「第8回キャ
リア教育優良教育委員会、学校及びPTA団体等表彰」において、文部科学大臣表
彰を受賞。また、農業プロジェクトを履修した生徒から、卒業生２名が就農に向
け研修中。



農業女子プロジェクト参画企業等（H28.11月現在）

第
４
期
参
画

(株)ＮＴＴドコモ

NTTドコモもっと↑↑
モバイル生活ＰＪ

城北信用金庫

「作る」から「創る」へ！
ビジネス＆ライフ応援ＰＪ

(株)ワコール

すごい下着発明部
農学科ＰＪ

フマキラー(株)

農業女子の不満を解決！
農業女子的商品開発ＰＪ

井関農機(株)

夢ある“農業女子”
応援ＰＪ

(株)エイチ・アイ・エス

全国の農業体験
アクティビティ応援ＰＪ

(株)ＮＨＫ出版

(株)コーセー

農業女子Ｂｅａｕｔｙ
Vol.2  ＰＪ

(株)サカタのタネ

農業女子から始まる！
ﾊｯﾋﾟｰﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙでﾊｯﾋﾟｰ農業ＰＪ

シャープ(株)

ワンランク上の農業女子
ライフを提供する家電ＰＪ

(株)タニタ

日本を健康に！一汁三菜
の定食で元気を発信ＰＪ

ダイハツ工業(株)

ダイハツ×農業女子ﾏﾙｼｪ
全国展開！ＰＪ

(株)東急ハンズ

農業女子的
ワークショップＰＪ

(株)東邦

汚れも悩みもスッキリ！
農業をもっと楽しく！ＰＪ

(株)東洋ハウジング

農業女子とかんがえる
住まいのミライＰＪ

(株)東和コーポレーション

手袋でサポート！
楽しく農業ＰＪ

(株)ナムコ

『農業×エンター
テイメント』創出ＰＪ

日本サブウェイ(株)

“LIVE FRESH” “～いきいき

とした農業女子を応援～ＰＪ

(株)パソナ農援隊 (株)丸山製作所

女性が求める
『雑草対策』応援ＰＪ

(株)三越伊勢丹HD

想いを‘伝えたい・
学びたい・届けたい‘ＰＪ

(株)モンベル

フィールドウエア
開発ＰＪ

リーガロイヤルホテル
東京

(株)レンタルのニッケン

農業女子的
トイレ開発ＰＪ

(株)ローソン

おいしい＆生産者の顔が
見えるムーブメント創出PJ

大日本印刷(株)

農業女子の未来の
あたりまえをつくるＰＪ

豊島(株)

農業女子的
ファッション改革ＰＪ

コンビ(株)
コンビウィズ(株)

「おいしい！」を未来まで
つなげようＰＪ

蒲田女子高等学校

農業からはばたけ！
チャレンジ＆応援ＰＪ

東京農業大学
新たなワークスタイルを

提案するkawaii
農業女子育成ＰＪ

＜チーム“はぐくみ”＞

19

未来の農業女子＆新たな
農業での働き方提案ＰＪ
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