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第４期の取組と第５期の活動方針  

平成２９年１１月１５日 
農業女子プロジェクト事務局 

資料３ 
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「農業女子プロジェクト」（平成25年11月~） 

民間企業 
・ 

教育機関 

企業等の力を 
農業女子に 

農業女子 

農業女子の力
を企業等に 

個別プロジェクトの推進 

 企業と女性農業者が協同で、新たな商品や
サービス等を開発。農業女子の持つ３つの
チカラ「生産力」「知恵力」「市場力」が
発揮。 

広  く  社  会  に  発  信 

プロジェクトの広報活動 

 個別プロジェクトの進捗状況、イベント
の開催等のプロジェクトの活動を発信 等 

女性農業者の存在感を高める、企業連携によるビジネス発展、女性の職業選択肢に農業を！ 

○ 女性農業者の知恵を様々な企業の技術、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、情報を社会に広く発信。 

○ プロジェクトを通して、社会全体での女性農業者の存在感を高め、 

   経営力の向上を図り、職業としての農業を選択する若手女性の増加をめざす。 
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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。 
  

農業女子メンバー年代別構成 

20代 
11％ 

30代 
41％ 

40代 
36％ 

60代以上 
2％ 

【都道府県別人数】 
①千葉県４２人、②愛知県３９人、③岡山県３４人、④群馬県３２人、⑤北海道３０人 
 

【メンバーの就農ルート】 
結婚を機に就農：35％  後継者：30％  新規就農（独立自営/法人雇用）：35％ 

 農業女子メンバーは、600人超（平成29年11月現在）   

50代 
10％ 

８ 
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(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 

夢ある“農業女子” 
応援ＰＪ 

井関農機(株) (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)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 

(株)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”＞ 

(株)パソナ農援隊 

未来の農業女子＆新たな 
農業での働き方提案ＰＪ 

  農業女子プロジェクト参画企業・教育機関（H29年10月現在） 

(株)近正 

農作業を快適に！！ 
農業女子サポート ＰＪ 

産業能率大学 

農（みのり）の絆PJ 

カネコ総業(株) 

明るい農業応援！ 
Farm tools ＰＪ 
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第４期の成果 
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「農業女子プロジェクト」第４期の目標 

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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教育機関と連携した「チーム“はぐくみ”」の活動を始動 
 ・講義やインターンシップに農業女子メンバーが協力 
 ・農業女子メンバーの農産物のマーケティングをサポート 
 
 
 
 
 
 
 

地域活動のサポート 
 ・地域キャラバンを通じた地域活動の促進 
 ・企業による地域活動の支援や地域セミナー開催 
 
 
 

第４期の主な成果① 
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企業連携による活動PR 
 ・アグリビジネス創出フェアへの出展 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

女子メンバー自らの企画による活動拡大 
 ・農業女子香港フェアの実現（①１月、②９-10月） 

第４期の主な成果② 
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第４期 企業プロジェクトの主な成果① 

「夏に備えるお手入れ方法と“簡単きちんとメイク”セミナー  by コーセー 

厳しい農作業環境からしっかりと肌を守れるスキンケア＆簡単なのにきちんとし
て見えるメイク方法を伝えるセミナーを東京にて開催。関東在住の農業女子メン
バー23名が参加、コーセーの化粧品を使いながらプロのメイクアップアーティス
トが直接指導する実践型のセミナーで、参加者から好評を得た。30年2月に広島
でも開催予定。 

女性農業者も使いやすい「草刈機」の開発   by 井関農機 

農業女子の意見やアイデアを取り入れ、女性農業者にとって「使いやすく、
わかりやすく、楽しくなる」草刈機を開発中。平成29年12月に新商品を
発表予定！ 

農業女子とのコラボツアーを提供   by エイチ・アイ・エス 

福島県の農業女子メンバー菅野瑞穂さんの地元・二本松市を訪問するプログラ
ムが含まれるツアーを実施。 
また、農業女子の農業体験ツアーを紹介する特設サイトの開設や、グループ会
社が運営する体験ツアー予約サイト「アクティビティジャパン」に農業体験ツ
アーを掲載。 

7
日
夜
修
正
済 
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第４期 企業プロジェクトの主な成果② 

子供向けの農作業体験を実施   by   コンビ・コンビウィズ 

コンビウィズが運営する保育園に通う園児を対象に、農業女子メンバーの圃場
にて農作業体験を実施。また、保育園の栄養士、給食スタッフを対象に、農業
女子のアイデアを生かした料理教室や収穫体験を実施。 

ビジネスマッチング・経営セミナーを企画   by   城北信用金庫 

農業女子メンバーと城北信用金庫取引先の企業等を繋ぐビジネスマッチングを
実施し、多数の商談が成立！ 
中小企業診断士による農業経営に関する講演や、取引先のパッケージ製造会社
の工場見学を行う等、金融機関としての強みをいかした経営支援セミナーを開
催。 

参画企業間コラボでヘルシーメニューを共同開発  by サカタのタネ・タニタ  

サカタのタネとタニタは、農業女子メンバーが栽培に取り組んでいるサカタのタネ
が提案するハッピーベジタブル、ナス「ごちそう」を使ったヘルシーメニューを共
同開発。 
丸の内タニタ食堂（東京都千代田区）にて提供するとともに、ナス「ごちそう」を
栽培した農業女子メンバー2名を講師に、ワークショップを開催し、生・蒸・焼で
調理した『ごちそう』の食べ比べや、農業女子メンバーならではの食べ方も紹介。 
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農業女子の魅力を知ってもらう取組とニーズ調査  by 大日本印刷 

農業女子の活動を広く一般の方に向けて広報するため、自社ショールームにおける 
マルシェの実施や、千葉駅ビルとコラボした情報発信サイトにおける農業女子コン
テンツを運営。 
また、同時並行的に全国の農業女子の日々の悩みをキャラバン形式で幅広くヒアリ
ング・ニーズの調査を行い、 今後のPJに向けた取組を検討中。 

スマホ対応多機能手袋「農業女子Gloves」を開発 by 東和コーポレーション  

農業女子メンバーと開発した『農業女子のお悩み解決、スマホ対応多機能手袋
「農業女子Gloves（グローブズ）」』を発売。 
農業女子プロジェクトメンバーがモニターに参加しているほか、スマートフォン
対応、UVカット機能付きなど、メンバーの意見を活かして開発されており、 
商品名に初めて「農業女子」のネーミングを用いて発売。 

カラフルな軽トラを使用した農業女子マルシェを全国で展開  by  ダイハツ工業  

第４期 企業プロジェクトの主な成果③ 

農業女子メンバーが主催する各地域でのマルシェ等のイベントにおいて、イベント
を盛り上げるべくオレンジやピンクなどのカラフルなハイゼットトラックを貸し出
し、地域密着をテーマにした 『ＬＯＶＥＬＯＣＡＬ活動』 を展開。第４期は全国
１５ヶ所で実施し、多くの農業女子メンバーからご好評を頂いている。 
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第４期 企業プロジェクトの主な成果④ 

動力噴霧機“きりり”の開発   by 丸山製作所 

草刈り作業にのみならず、草を生やさない（除草する）ために、農業女子メンバー
の声を十分に反映した動力噴霧機“きりり”を開発。 
機械が苦手な女性でも使いやすいバッテリー式動力を採用、長時間使っても 
疲れにくいこだわりの腰バンドを採用し、薬剤の希釈倍率も直ぐに分かる一覧表を
機械に添付！ 

捨てられてしまう野菜をTシャツに！～food textile～  by 豊島  

生産や流通の過程でどうしても出てしまう規格外野菜や農産物の廃棄する部分を、 
アパレルの目線で食べ物以外に生まれ変わらせたプロジェクト。 
農業女子から集めた野菜で染料を作り、Tシャツに。 
また、農業女子PJ参画企業としては初めてクラウドファンディングを採用し、 
市場調査も行う。 

ギフト・通信販売でのコラボ商品展開、イベントへの出展  by 三越伊勢丹ＨＤＳ 

昨年に続き、農業女子自慢の食材を使用した中元歳暮ギフト商品を開発、販売。 
さらに、本年は三越の通信販売「美味通信」で、中元歳暮ギフト商品に加え、
農業女子の食材を使用した新商品の販売を開始。 
実店舗では、新宿伊勢丹の企画『サロン・ド・アグリ・ジャポン』にて農業女
子が出展。 

確認済み 

確認済み 
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第４期 企業プロジェクトの主な成果⑤ 

『フィールドウェアプロジェクト』 by モンベル 

 今回は、農作業に欠かせないレインウェア（レインワーカーアノラック）や
フィールドアンブレロ（天然草を使用した「笠」タイプのハット）についての
モニターを実施。 
 展示会に合わせ開催したミーティングにおいてモニター商品に対する意見や
質問など、直接担当者と意見交換を行った。 

 

 農業女子の快適な下着の開発   by ワコール  

農業女子メンバーの視点を取り入れた農作業でも快適
なインナー４種（ハーフトップ、肌着、ショーツ、サ
ポートタイツ）を発表し、29年4月に発売した。 
 

１１/８確認済 

１１/９確認済 
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新たなﾜｰｸｽﾀｲﾙを提案するkawaii農業女子育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ  by 東京農業大学  

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  

29年1月、同大学卒業の農業女子を招き、女子学生（＝未来の農業女子候補）へ 
リアルな農業経営者としての講義とパネルディスカッションを実施。 
また、夏には農業女子PJメンバー4名と井関農機、豊島及び東和コーポレーション
に協力いただき、3キャンパス合同（世田谷、厚木、北海道オホーツク）で、女子
学生15名参加のインターンシップを実施。 

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。千葉県館山市との連携による田植えや農作業を(株)東和コーポレーショ
ンに提供いただいた手袋を用いて実施。田植えをしたほ場の稲刈り体験も実施。 
また、秋の文化祭「有竹祭」では、館山市のお米や野菜などを販売。また、地域連携を 
強みに東京都大田区主催の「おおた商い観光展」に出展、さらに地元商店街と連携した
「ハロウィンイベント」では、イベントを高校生が企画・運営し、お米の販売や六次産業
の実践活動の場とする他、地域活性化を目指している。 

第４期 チームはぐくみの主な成果 

農業ビジネスの可能性を追求～農（みのり）の絆PJ～ by 産業能率大学 倉田ゼミ 

経営学部の倉田ゼミでは、今年度のゼミのテーマを「農業ビジネス」に設定。 
地元商店街でのマルシェや北海道での農業体験等、実践を踏まえながらゼミ活動を 
展開。農業未経験ながら、農業生産を経験することで、生産物にどう付加価値を 
付けていくか等を学んだり、農業に関わる農業女子PJ参画企業とのやり取りを 
通じ、農業のビジネスとしての可能性を追求。 

7
日
夜
修
正
済 

https://nougyoujoshi.maff.go.jp/wp/wp-content/uploads/2017/09/IMG_6031.jpg
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第５期の活動方針 
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農業女子メンバーへのアンケート結果① 

29% 

37% 

24% 

10% 

0% 

農業女子PJ参加の満足度 

① 大いに満足 
② 満足 
③ ふつう 
④ やや不満 
⑤ 大いに不満 

0 50 100 150 200

全国の農業女子と知り合い、思いを共有できた 

農業・農政の情報を入手することができた 

ネットワークが広がることで、新たなことに挑戦できた 

セミナーや勉強会に参加して農業に関する知識等を高めることができた 

女性農業者の活躍を発信することができた 

自身や農園のPRができた 

参画企業のプロジェクトに参加し、商品開発に貢献することができた 

マルシェ等を通じて販売機会を得た 

参画企業の取り組みを通じてスキルを高められた 

若い世代へ農業の魅力を伝えることができた 

自身の取り組みについて、家族や周囲の理解が得られた（状況が変わった） 

農業女子PJに参加して良かったと思うこと（複数回答） 

●PJに参加したことについて、回答者の６６％が満足、 
 １０％が不満と回答。 
 不満の主な理由は、 
 ・首都圏での開催が多い 
 ・時間の確保が難しく参加できない 
 ・自分にプラスになる活動がない など。 
●PJに参加して良かったと思うことは 
 ・全国の農業女子と知り合い、思いを共有できた 
 ・農業・農政の情報入手できた 
 ・ネットワークが広がり新たな挑戦ができた など。 
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農業女子メンバーへのアンケート結果② 

0 100 200 300

スキルアップ・経営力向上（セミナーやワークショップ等） 

情報収集（農業・農政の情報を収集） 

地域内での交流やグループ活動 

全国の農業女子との交流、ネットワーク構築 

参画企業との個別プロジェクト（新商品・サービスの開発） 

マルシェや通販等への参加（様々な場を活用して販売力を強

化） 

情報発信（各メディアやSNS等を通じた発信） 

アンケート調査（各種アンケートや調査に協力したい） 

教育機関との取り組み（チームはぐくみ）による未来の農業女子

育成 

農業女子ＰＪで取り組んでいきたいこと 

（複数回答） 

 今後ＰＪで取り組みたいことは、 
・スキルアップ・経営力向上等のセミナー 
・農業・農政等の情報収集 
・地域内での交流・グループ活動 
・全国の農業女子との交流・ネットワーク構築 
・企業とのプロジェクト 
の順に回答が多かった。 

 セミナーで学びたいことは、 
・販売プロモーション（ＰＲ方法等） 
・農業関連施策(GAP、輸出、６次化等） 
・販売拡大 
・人材確保・育成 
・働く環境の整備 
の順に回答が多かった。 

0 40 80 120

販売・プロモーション（PR方法等） 

農業関連施策（GAP、輸出、6次
化、収入保険等） 

販路拡大 

人材確保・育成 

働く環境の整備 

地域でのネットワーク構築方法 

農作業安全 

その他 

セミナーで学びたいこと 
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全
体
目
標 

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 

「農業女子プロジェクト」第5期の目標 

農業女子の学びや
地域活動の 
サポート 

企業が連携した 
活動の推進 

チーム“はぐくみ”
の取組拡大 

プロジェクト活動を通じたメンバーの経営発展、プロジェクトのブランド力強化へ！ 

 農業女子メンバーの経験やスキルの向上 
 地域の “○○農業女子” の増加 
 企業の協力も得て、活躍の場を拡大 

公式HP/FB 
SNSを活用した 
情報発信 
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「農業女子プロジェクト」の第5期の活動方針 

農業女子1000人×応援者1000人 
⇒東京オリパラで世界に向けて女性農業者の活躍を発信！  

2020年に向けて ＜第５期から新たに取り組むこと＞ 

女性農業者の活躍発信 • 企業が連携した活動を通じ、PJ活動をPR 
• 農業女子Youtubeチャンネルを新設、メンバー・
企業等・事務局による発信強化 

メンバーの経営力向上 • 農業女子メンバーによる自主的勉強会「農業女子
ラボ」を新設。参画企業の協力も得て経営力向上
に向けて活動 

職業として農業を選択す
る女性の増加 

• チーム“はぐくみ”の参加校の全国展開 
 

 

◆農業女子メンバーの活躍の場の拡大 
→メンバーの関心の高い販売促進、輸出、GAP認証取得、地
域内の交流やグループ活動促進に向け、メンバーの自主的
勉強会「農業女子ラボ」を新設。 

 参画企業の協力も得て、メンバーの経営力発展に資する活
動をサポート。 

◆女性農業者の活躍発信の強化 
→公式HP・FBに加え、メンバー、参画企業等による

Instagram、 Twitter等のSNS 、YouTube等を活用した
情報発信を推進。 

◆プロジェクトのブランド力強化 

→各種展示会で参画企業が連携した展示やプロジェクト
成果品の販促活動における連携を推進。 

◆「チーム“はぐくみ“」の全国展開 

→農業女子メンバーと地元の教育機関が連携した出前授業
や農業体験等の取組をサポート。 

メンバーの意見 
（アンケート） 

参画企業の意見 
（企業担当者会議） 

  満足：６６％、不満10% 
 不満の理由 
・首都圏での開催が中心 
・時間の確保が難しい 

 今後取り組みたいこと 
 ・スキル・経営力向上セミナー 
 ・地域内での交流やグループ活動 
 ・女性農業者の視点での情報発信 
 ・次世代の農業者を育てたい 

 開発した商品をいかに農業者のもとに 
   届けるかが課題 
 農業女子プロジェクトのブランド力の 
   向上が必要 



20 

 「農業女子ラボ」の新設 

 農業女子メンバーの関心の高いテーマ（販売促進、輸出、GAP取得etc.）の学びや、 
地域内交流、地域でのグループ活動の促進のため、農業女子メンバーによる自主的な 
勉強会「農業女子ラボ」を新たに設置。 

農業女子メンバーが具体的な
テーマに関するラボの創設を事
務局へ提案。 

事務局がラボに参加する農業 
女子メンバーを募集。 

事務局がFacebookグループを 
作成、運営ルールの提示や、講師
のあっせん等のサポートを実施。 

ラボは農業女子メンバーが自主
的に運営（事務局が活動をサ
ポート）。 

農業女子メンバー 農業女子プロジェクト 
事務局 

参画企業・ 
サポーターズ 

など 

ラボの創設を提案 

講
師
派
遣
等
協
力 

 ラボに参加する農業女子メン
バーを募集 

 ラボのテーマごとにFacebook
グループを作成し、運営ルール
を提示 

 必要に応じ、参画企業やサポー
ターズ等から講師をあっせん 

農業女子メンバー
の自主的な運営 

＜イメージ＞ 
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第5期 新規参画企業・教育機関① 

明日の農業女子を考える日農 ＰＪ 
                    日本農薬株式会社 
 

 農業女子の意見、提案を頂きながら、農業女子が農薬への理解を深めるための
サービスをNTTドコモ（参画企業）と連携して開発する。 

明るい農業応援！Farm tools ＰＪ    カネコ総業株式会社 
 

 モニターなどを通じて、農業女子の意見を取り入れたプロ向け・家庭菜園向け

の使いやすい鎌の開発を行う。   

農作業を快適に！！ 農業女子サポートＰＪ 
                        株式会社近正 

 

 農業女子の意見を反映した製品開発や各生産物に適したハサミを使って 
いただくことで、農作業の効率化、不便さの解消を目指す。 

１１ 
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第5期 新規参画企業・教育機関② 

農（みのり）の絆 ＰＪ        産業能率大学 倉田ゼミ 
 

 今年度のゼミのテーマを「農業ビジネス」に設定。農業体験・ 

マルシェ等の実践を踏まえつつ、経営学部の観点から農業の可能性を探る。   

農業女子×クロネコヤマトの 
   「物流支援を考える」ＰＪ      ヤマト運輸株式会社 

 

 農業女子メンバーの抱える物流領域の困りごとについて、産品や地域の特性ごと
にグループ化しながら、一緒に検討し、早いスピードでの課題解決を目指す。 

「農業女子×フリル 農産物取引拡大ＰＪ 

  ～安心して取引できる環境づくり～」      株式会社Fablic 

  農業女子メンバーとFablicが運営するフリマアプリ「フリル」が協力し、       

ＥＣの個人間取引市場での農産物取引の活性化を目指す。  
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(株)ＮＴＴドコモ 

NTTドコモもっと↑ 
 モバイル生活 

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 vol.2 

井関農機(株) 

夢ある“農業女子” 
応援ＰＪ 

(株)コーセー 

農業女子Ｂｅａｕｔｙ  
Vol.3 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 

(株)タニタ 

健康まちづくりで 
地域活性化！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 

快適農作業応援 
プロジェクト！ 

(株)ナムコ 

『農業×エンター 
テイメント』創出ＰＪ 

(株)丸山製作所 

“きらめき農業” 
応援ＰＪ 

(株)三越伊勢丹HD 

想いを‘形にする・ 
  伝える・届ける’ＰＪ 

(株)モンベル 

フィールドウエア 
開発ＰＪ 

(株)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 

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”＞ 

  農業女子プロジェクト参画企業・教育機関（H29.11月現在） 

(株)近正 

農作業を快適に！！ 
農業女子サポート ＰＪ 

産業能率大学 

農（みのり）の絆ＰＪ 

カネコ総業(株) 

明るい農業応援！ 
Farm tools  ＰＪ 

日本サブウェイ(株) (株)エイチ・アイ・エス シャープ(株) (株)ＮＨＫ出版 

(株)パソナ農援隊 

日本農薬(株) 

明日の農業女子を 
考える日農 ＰＪ 

ヤマト運輸(株) 

農業女子×クロネコヤマトの 
「物流支援を考える」 ＰＪ 

(株)Ｆａｂｌｉｃ 

「農業女子×フリル 
 農産物取引拡大」ＰＪ 

新
規
参
画 

確認済み企業 
１近正 
２モンベル 
３ハンズ 
４サブウェイ 
５東洋ハウジング 
６ダイハツ 
７サカタのタネ 
８シャープ 
９ヤマト運輸 
10ワコール 
11ローソン 
12NHK出版 
13カネコ総業 
14日本農薬 
15東邦 
16ニッケン 
17ファブリック 
18三越伊勢丹HD 
19井関農機 
20エイチ・アイ・エス 
21コンビ・コンビウィズ 
22城北信用金庫 
23フマキラー 
24コーセー（確認中） 
25タニタ 
26丸山製作所 
27大日本印刷 
28豊島 
29リーガ 
30 
 

フマキラー(株) 

確認済み教育機関 
1．産業能率大学 

(株)東急ハンズ 

(株)ローソン 


