資料３ －２

農業 女子プロジェクト

規約
平 成 25 年 11 月６ 日
一部改 正

平成 25 年 12 月 25 日

一部改 正

平成 26 年 10 月 22 日

一部改 正

平成 27 年 10 月 27 日

一部改 正

平成 28 年 11 月 ４日

（名称 ）
第１条

このプ ロジ ェクト は、「 農業 女子プ ロジ ェク ト 」と称 する 。

（目的 ）
第２条

本 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 及び団 体の 技術 、ノウ ハ ウ、ア イデ アなど と結 びつけ 、新 たな 商
品やサ ービ ス、情 報を 創造し 、社 会全 体に発 信 するこ とで 、農業 で活 躍する 女性 の姿 を
広く周 知し 、女性 農業 者の存 在感 を高 め、併 せ て職業 とし て農業 を選 択する 若手 女性 の
増加に 資す ること を目 的とす る。
（実施 内容 ）
第３条

本 プロジ ェク トは、 前条 の目 的を達 成 するた め、 次の取 組を 行う。

（１ ）農林 水産 省経 営局就 農・女性課（以 下「事務 局」と いう 。）は 、本 プロジ ェク トに
参加す る女 性農業 者（ 以下「農 業女子 メン バー 」とい う。）と 、農 業女子 メン バーと
のコラ ボレ ーショ ンに 取り組 む意 向を 持ち本 プ ロジェ クト に参画 する 企業、 団体 及
び大学 や高 校など の教 育機関 等（ 以下「参 画企 業等」とい う。）とを 引き 合わせ 、第
７条の 個別 プロジ ェク トの創 出・実行 や、第８ 条の「 チー ム“ はぐ くみ”」の 取組を
支援す る。
（２）本プ ロジ ェクト を通 じた農 業女 子メ ン バー及 び参 画企業 等の 活動に 関し 、事務 局、
農業女 子メ ンバー 及び 参画企 業等 はそ れぞれ 積 極的か つ効 果的な 情報 発信を 行う 。
（事業 期区 分）
第４条

本 プロジ ェク トの事 業期 区分 は、毎 年 11 月 １日 から 翌年 10 月 31 日 までと する。

（農業 女子 メンバ ー）
第５条

事 務局は 、別 に定め る「 農業 女子プ ロ ジェク トメ ンバー 募集 要領」 に基 づき 、農

業女子 メン バーの 募集 及び登 録を 行う 。
（参画 企業 等）
第６条

第 ２条の 目的 に賛同 する 参画 企業等 は 、第３ 条の 実施内 容に 関し自 らが 実施 し

ようと 考え る活動（ 以下「個 別プ ロジ ェクト」と いう。）に つい て、基本 計画 書を作 成し 、

事務局 に提 出する 。ただ し、教育機 関等 が第 ８条 に定め る取 り組み を行 うにあ たっ ては 、
この限 りで はない 。
２

前 項の 基本計 画書 には、 企画 内容 、達成 イ メージ 、実 施体制 及び 実施ス ケジ ュー ルを
記載す るこ ととす る。

３

事 務局 は、基 本計 画書の 内容 が適 切なも の と判断 され る場合 には 、当該 企業 又は 団体
を参画 企業 等とし て登 録する 。

（個別 プロ ジェク ト）
第７条

参 画企業 等は 、個別 プロ ジェ クトと し て、１ 事業 期につ き１ つ以上 、農 業女 子メ

ンバー の生 産物又 はア イデア を取 り入 れた商 品 ・サー ビス 等の開 発等 の実現 に取 り組 む
ことと する 。
２

個 別プ ロジェ クト の実施 に当 たり 、打合 せ 等を行 う際 に発生 する 交通費 、宿 泊費 その
他の諸 費用 につい ては 、原則 とし て参 画企業 等 が負担 する 。なお 、こ れらの 費用 負担 及
び知的 財産 権の取 扱等 に係る 事項 につ いては 、 必要に 応じ 、参画 企業 等と農 業女 子メ ン
バーと の間 で個別 に取 り決め を行 うこ とがで き る。た だし 、当該 個別 プロジ ェク トに 、
農業女 子メ ンバー に金 銭的利 益が 生じ る商品 等 の販売 の取 組や、 農業 女子メ ンバ ーの 自
己の能 力の 向上に 資す る研修 等の 取組 が含ま れ る場合 は、 当該取 組へ の参画 に必 要な 費
用につ いて は各農 業女 子メン バー が負 担する 。

３

個 別プ ロジェ クト におい て開 発さ れた商 品 ・サー ビス 等から 生じ た利益 につ いて は、
当該個 別プ ロジェ クト を実施 する 参画 企業等 に 帰属す る。

４

農 業女 子メン バー の個別 プロ ジェ クトへ の 参画は 、農 業女子 メン バーの 希望 及び 参画
企業等 の要 望を考 慮し た上で 、事 務局 が決定 す る。

５

参 画企 業等は 、個 別プロ ジェ クト の成果 に ついて 、当 該個別 プロ ジェク トを 開始 した
事業期 内に おいて 発表 する。 ただ し、 個別プ ロ ジェク トの 内容や 進捗 状況に 応じ て、 次
の事業 期以 降とす るこ とがで きる 。

（未来 の農 業女子 育成
第８条

チー ム“ はぐ くみ”）

本 プロジ ェク トにお いて 、農 業女子 メ ンバー 、大 学や高 校な どの教 育機 関等 、事

務局で 組織 する「 チー ム“は ぐく み”」によ り、未来の 農業 女子の 育成 に取り 組む もの と
する。
２

前 項の 取組の 実施 に必要 な事 項に ついて は 、別に 定め る「未 来の 農業女 子育 成

チー

ム“は ぐく み”実 施要 領」に 基づ くも のとす る 。
（統一 ロゴ マーク ）
第９条

本 プロジ ェク トの認 知度 を高 めると と もに参 加者 の連帯 感を 高める ため 、統 一ロ

ゴマー クを 設ける 。
２

農 業女 子メン バー 及び参 画企 業等 は、第 ２ 条の目 的を 達する ため 、別に 定め る「「 農業
女子プ ロジ ェクト 」統 一ロゴ マー ク利 用に関 す る規程 」に 従い、 関連 商品へ の添 付や イ
ベント にお ける掲 示等 、情報 発信 時に おいて 積 極的に 使用 する。

（推進 会議 ）
第 10 条

本 プロ ジェク トに 推進会 議を 置く 。

２

推 進会 議の構 成員 は、農 業女 子メ ンバー 、 参画企 業等 及び事 務局 とする 。

３

本 プロ ジェク トの 推進に 必要 と認 める場 合 には、 前項 の構成 員に 加え、 学識 経験 者等
の参加 を求 めるこ とが できる 。

４

推 進会 議は、 原則 として １事 業期 に２回 開 催する こと とし、 次の 事項を 取り 扱う 。
（１ ） 本 プロジ ェク トの推 進に 係る 情報交 換
（２ ）

第７条 の個 別プロ ジェ クト の実施 状 況等に 係る 情報交 換

（３ ）

本プロ ジェ クトに 係る 情報 の外部 へ の開示 につ いての 合意 形成

（４ ）

その他

５

推 進会 議の開 催に 要する 費用 は農 林水産 省 が負担 する 。また 、推 進会議 に出 席す るた
めの旅 費は 、農業 女子 メンバ ーに つい ては、国 家公務 員等 の旅費 に関 する法 律（ 昭和 25
年法律 第 114 号 ）に基 づき 農林水 産省 が支 給す ること がで きる。 参画 企業等 から の出 席
者の旅 費に ついて は、 当該参 画企 業等 が負担 す る。

６

プ ロジ ェクト 及び 推進会 議の 庶務 は、事 務 局が行 う。

（サポ ータ ーズ）
第 11 条

事務局 は、 本プロ ジェ クト の応援 等 を行う 意思 を有す る個 人又は 団体 を農 業女

子サポ ータ ーズと して 位置付 け、本プロ ジェ ク トの推 進へ の協力 を求 めるこ とが でき る。
２

農 業女 子サポ ータ ーズの 活動 内容 等につ い ては、 別に 定める 「農 業女子 プロ ジェ クト
サポー ター ズ運営 要領 」に基 づく もの とする 。

（機密 保持 ）
第 12 条

本プロ ジェ クトの 実施 に当 たり、 個 別プロ ジェ クトに 参画 する構 成員 間で 共有

された 情報 につい ては 、第９ 条第 ４項 第３号 に よりあ らか じめ合 意さ れた場 合を 除き 、
第三者 に開 示、公 表、 漏洩等 して はな らない 。
（個人 情報 の取扱 ）
第 13 条

事務局 が入 手した 農業 女子 メンバ ー 、参画 企業 等及び 農業 女子サ ポー ター ズの

個人情 報に ついて は、行政機 関の 保有す る個 人 情報の 保護 に関す る法 律（平 成 15 年５ 月
30 日法 律第 58 号）に 基づ き適切 に管 理す る。 事務局 の業 務に関 係す る地方 出先 機関 で
ある地 方農 政局等 の担 当部局 が当 該個 人情報 を 取り扱 う場 合も同 様と する。
（規約 の改 正）
第 14 条

事 務局 は、必 要に 応じて 本規 約の改 正を行 い、推 進会 議等 の場を 通じ て農業 女子

メンバ ー及 び参画 企業 等に報 告す るも のとす る 。

附

則
本規 約は平 成 25 年 11 月６ 日か ら施行 す る。

附

則
本規 約の一 部改 正は、 平成 25 年 12 月 25 日か ら施行 する 。

附

則
本規 約の一 部改 正は、 平成 26 年 10 月 22 日か ら施行 する 。

附

則
本規 約の一 部改 正は、 平成 27 年 10 月 27 日か ら施行 する 。

附

則
本規 約の一 部改 正は、 平成 28 年 11 月 ４ 日から 施行 する。

未来の 農業女子 育成

チーム “はぐくみ”

実施要領
平 成 28 年 11 月 4 日

制定

（名称 及び 位置付 け）
第１条

本 組織は 、「未 来の 農業女 子育 成

チ ーム“ はぐ くみ”」と称 し、「 農業 女子 プロ

ジェク ト」 の取組 とし て活動 を行 うも のと位 置 付ける 。
（目的 ）
第２条

本 チーム の活 動は、「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 に向け 、大 学や高 校な どの教 育機 関等
（以下 「教 育機関 等」 という 。）に よる プロ グ ラムと 、農 業女子 の持 つ知恵 や人 材育 成
のノウ ハウ 等を結 びつ け、職 業と して の農業 を 志す学 生の 発掘や 動機 づけ、 意識 の向 上
のため の取 り組み を行 うこと を通 じて 、一人 で も多く の「 未来の 農業 女子」 を育 成す る
ことを 目的 とする 。
（構成 員及 びその 選定 ）
第３条

本 チーム の構 成員は 、① 「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、以下「事 務局」とい う）、②パ ート ナー校（未来 の農 業女 子育成 に取 り組 む
意向を 持つ 学生を 有す る教育 機関 等）、 及び ③ 農業女 子メ ンバー （「農 業女 子プ ロジェ ク
ト」に 参加 する女 性農 業者で チー ム活 動への 協 力を行 う者 ）とす る。
２

チ ーム に参加 する パート ナー 校及 び農業 女 子メン バー の選定 は、 事務局 が行 う。

３

パ ート ナー校 にな る意思 を有 する 学校等 は 、自ら が実 施しよ うと 考える 取組 の具 体的
内容に つい て、学 内で 参加す る学 生を 募ると と もに、 企画 書を作 成し 、事務 局に 提出 す
る。企 画書 は、様 式は 任意と し、 取組 の内容 、 達成イ メー ジ、実 施体 制及び 実施 スケ ジ
ュール 等を 記載す るこ ととす る。

４

事 務局 は、提 出さ れた企 画書 の内 容が適 切 なもの と判 断され る場 合には 、当 該学 校等
をパー トナ ー校と して 登録す る。

（事業 期区 分）
第４条

本 チーム の活 動は、「農業 女子 プロ ジ ェクト 」の 事業期 区分 （11 月～10 月） と原

則とし て連 動する もの とする 。ま た、 必要に 応 じて事 務局 と協議 の上 、事業 期を 延長 す
ること がで きる。
（実施 内容 ）
第５条

第 ３条の ①～ ③の各 構成 員は 、下記 の とおり の取 組を実 施す る。

（１） パー トナー 校は 、原則 とし て１ 事業期 に つき１ つ以 上、農 業女 子メン バー の知 恵
や人材 育成 のノウ ハウ 等を取 り入 れた 未来の 農 業女子 育成 につな がる 活動に 取り 組
むこと とす る。
（２）事務局 は、パート ナー 校によ る未 来の 農業 女子育 成の ための 取組 を推進 する ため 、

パート ナー 校と農 業女 子メン バー の両 者を結 び つける 。
（３） 農業 女子メ ンバ ーは、 パー トナ ー校の 活 動の実 現に 向け、 適切 な協力 を行 う。
（４ ）本 チーム の活 動に関 し、 事務 局、パ ー トナー 校及 び農業 女子 メンバ ーは それ ぞれ
積極的 かつ 効果的 な情 報発信 を行 う。
（活動 経費 及び利 益）
第６条

パ ートナ ー校 は、活 動の 実施 に当た り 、農業 女子 メンバ ーの 参加を 得て 打合 せ等

を行う 際に 発生す る農 業女子 メン バー の交通 費 、宿泊 費そ の他の 諸費 用につ いて は、 原
則とし て自 らで負 担す る。な お、 これ らの費 用 負担及 び知 的財産 権の 取扱等 に係 る事 項
につい ては 、必要 に応 じ、パ ート ナー 校と農 業 女子メ ンバ ーとの 間で 個別に 取り 決め を
行うこ とが できる 。
２

パ ート ナー校 が企 画する 活動 のう ち、農業 女子メ ンバ ーに金 銭的 利益や 自己 の能 力の
向上に 資す る内容 が含 まれる 場合 は、当該 活動 への参 画に 必要な 費用 につい ては 、協 議
の上、 各農 業女子 メン バーの 負担 によ ること が できる 。

３

チ ーム 活動か ら生 じた利 益に つい ては、 当 該活動 を主 体的に 実施 するパ ート ナー 校に
帰属す る。

（成果 の報 告と発 表）
第７条

パ ートナ ー校 は、活 動成 果に ついて 、 原則と して １事業 期ご とに取 りま とめ るも

のとす る 。ただ し 、取組 の内 容や 進捗状 況に 応 じて 、取 りまと めを 次の事 業期 以降 とす
ること がで きる。
２

パ ート ナー校 は、 取りま とめ た成 果につ い て、協 力し た農業 女子 メンバ ー及 び事 務局
へ書面 によ り報告 する 。

（農業 女子 プロジ ェク ト規約 の準 用）
第８条

本 チーム の活 動の推 進に 必要 な事項 は 、本要 領に 定める もの のほか 、農 業女 子プ

ロジェ クト 規約（ 以下 「規約 」と いう。）を 準 用する もの とする 。
２

本 チー ムの活 動の 推進に 必要 な事 項で、 規 約及び 本要 領に定 めの ない事 項は 、本 チー
ムの構 成員 間で協 議の 上、決 定し 、実 施する 。

附

則
本要 領は平 成 28 年 11 月 4 日か ら施行 す る。

