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農業女子プロジェクト 第２フェーズへ

平成３０年１１月１６日
農業女子プロジェクト事務局
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第5期の主な活動（企業プロジェクトを除く）

◆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事項について、メンバーの自主的勉強会「農
業女子ラボ」を新設

◆女性農業者の活躍発信の強化
→公式HP・FB、メンバー、参画企業等による情報発信を推進

 梅の生産技術や消費拡大を考える農業女子ラボ
（山口由美さん（埼玉）・二葉美智子さん（和歌山）提案、参加者７名）

 輸出ラボ
（貫井香織さん（埼玉）提案、参加者２９名）

 畑deグランピングラボ
（大津愛梨さん（熊本）提案、参加者７名）

 果樹栽培におけるドローン技術を学ぶ農業女子ラボ
（三森かおりさん（山梨）提案（メンバー募集中！））

第5期に４つの「農業女子ラボ」が農業女子メンバーから提案

第5期に、若い女性やファミリー層などへのPRもできる企業に参画いただき、
活動をスタート

（アイアグリ(株)、キユーピー(株)、象印マホービン(株) 等）
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農業女子メンバーへのアンケート結果①

●PJの活動は、

44％が大いに満足・満足、

７％がやや不満、大いに不満と回答。

不満の主な理由は、

・首都圏での開催が多く参加しにくい

・時間の確保が難しく参加できない

・全国のメンバーとの交流できる機会が少ない

等

大いに満足
8%

満足
36%

ふつう
46%

やや不満
6%

大いに不満
1%

未回答
3%

Q：PJの活動に満足していますか？



農業女子メンバーへのアンケート結果②

 PJで取り組んでいきたいこと
は、

・全国のメンバーとの交流・ネッ
トワークづくり

・参画企業とのプロジェクト

・メンバー同士のスキルアップ
（セミナー等の参加）

・異業種女性との交流・ネット
ワークづくり

・地域内の交流・グループ活動
など。

 スキルアップで関心がある事項

・人材育成・雇用確保

・販売・プロモーション手法

・6次産業化

など。
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教育機関と連携した未来の農業女子育成（チームはぐくみ

の活動）

海外の女性農業者、女性起業家との交流等国際的な活動

アンケート調査への協力（各種アンケートや調査への協力）

情報発信（各メディアやSNS等を通じた自身の取組の発信）

地域内毎の交流やグループ活動（ブロック単位、県単位、市

町村単位）

異業種に携わる女性との交流やネットワークづくり

メンバー同士のスキルアップ（セミナーやワークショップ等へ

の参加）

参画企業との個別プロジェクト（新商品・サービスの開発）

全国の農業女子メンバーとの交流やネットワークづくり

栽培技術の向上・低コスト化

農作業安全や衛生管理

労務管理（働き方改革を含む）や職場環境の整

備（トイレやシャワー、休憩所の整備）

地域でのネットワーク構築方法やコミュニケー

ション能力の向上

６次産業化（加工や消費者への直接販売、レス

トラン運営等）

販売・プロモーション（PR方法等）

人材育成や雇用の確保

Q：PJで今後取り組んでいきたいことは？

Q：スキルアップでの関心事項
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はい
35%

いいえ
64%

未回答
1%

Q:農業女子ラボの活動を知っているか

はい
77%

いいえ
23%

Q:「SDGs」×「農業女子PJ」の取組に関心があるか

 第5期からスタートした「農業女子ラボ」について、
・知っている（35％）、知らない（64％）

 「農業女子ラボ」で学びたいこと
食育、加工技術、品目別（いちご、ぶどう、かんきつ、
米）、人材確保、労務管理、都市農業、イベント企
画･･･etc

 「SDGs」×「農業女子PJ」の取組に関心があると回
答したのは77％

農業女子メンバーへのアンケート結果③
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メンバー・企業との活動を通じ、成長したい！
自ら学び、経営力を高めたい！

自身の活動で社会をポジティブにしたい！
地方では活動に参加しにくい･･･

農業女子メンバーへのアンケート結果からの考察
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第6期の活動テーマ

• やりたいことの自主提案を推進（農業女子ラボ、SDGｓ）

 メンバーのアイデアや課題に共感する仲間を集め、農業女子ラボ化を支援

• 地域活動・企業コラボ活動をサポート

 地域活動を推進する地域リーダーの創出

 メンバーのアイデアや課題に共感する企業とのコラボ活動の推進

• 地方メンバーが参加しやすい環境づくり

 SNSやTV会議の活用等、メンバーが意見交換できる環境整備

 地域のイベント開催の増加

 活動情報の発信サポート

• 交流の場づくり

 全国の農業女子の交流の場として大農業女子会を3月に開催

アクティブメンバーの拡大
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「農業女子プロジェクト」第６期の活動方針

民間企業
教育機関

農業女子
メンバー

 メンバーの提案を活かした商品・サービス開発

 若手女性、ファミリー層に向けた活動とPRの実行

 メンバーと連携したSDGｓ活動およびメンバーのSDGs活動
のサポート

 農業女子ラボの企画提案と自主的な活動

 企業プロジェクトやSDGs活動の提案と参加

 積極的な情報発信

 地方メンバーが参加しやすい環境づくり

⇒SNSやTV会議の積極活用、地域でのイベント開催

 個々の活動の融合に向けたサポート

⇒メンバーの活動と企業を繋ぐ役割

 公式HP・公式FB・インスタグラムでの発信をサポート

事務局
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蒲田女子高等学校

農業からはばたけ！
チャレンジ＆応援ＰＪ

産業能率大学

農（みのり）の絆PJ

２０１８

＜チーム“はぐくみ”＞

第6期 農業女子プロジェクト体制（30年11月時点）

前
回
の
推
進
会
議

後
に
参
画

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

象印マホービン(株)

農業女子 in ライスマイルプロ
ジェクト ごはん会議

アイアグリ(株)

農家のみなさんに
届け！PJ  Stage2

近畿大学

近大流農業女子育成ＰＪ

東京家政大学

ワークライフバランス
in 農業女子PJ

キユーピー(株)

あいち みんなのサラダ

(株)温泉道場

農女プロディュース替わり風呂PJ、
梅ラボ梅干し限定販売PJ

(株)桃谷順天館
農業女子の美肌を
応援する共創PJ

(株)ＮＴＴドコモ

農業ＩＣＴをもっと身近
に感じてもらおう！

(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.4 ＰＪ

(株)サカタのタネ

ﾊｯﾋﾟｰﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙで「新野菜」
の需要創造PJ

(株)タニタ

ご当地タニタごはんコンテスト
を通じて農業女子と
健康まちおこし！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)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)レンタルのニッケン

農業女子的
労働環境改善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

(株)近正

農作業を快適に！！
農業女子サポート ＰＪ

カネコ総業(株)

明るい農業応援！
Farm tools ＰＪ

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

楽天(株)

「農業女子×ラクマ
農産物取引拡大」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

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

(株)東和コーポレーション

はたらく笑顔
総生産向上プロジェクト

城北信用金庫

「作る」から「創る」へ！
ビジネス＆ライフ応援ＰＪ

(株)バンダイナムコ
アミューズメント

『農業×エンター
テイメント』創出ＰＪ

桜美林大学

農業女子という
未来型ライフスタイル

(株)しまむら

農業女子のまいにち服

農業女子メンバー７１０名、参画企業３４社、教育機関６校

(株)精工

女子力でブランド力と
経営力を向上！

フマキラー(株)

「素敵・未来・ガーデン」PJ

シャープ(株)

農業女子の
旬の野菜を盛り上げよう

株)エイチ・アイ・エス

農業女子PJ

地域のためのプログラム
～SDGsの視点から～
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第6期 新たなタグライン

つなぐ、次世代に
・生産者と消費者をつなぐ

・食や農村風景を次世代につなぐ

・未来の担い手をはぐくむ

・持続可能な社会をつくる



生産者と消費者をつなぐ、食や農村風景を次世代につなぐ
未来の担い手をはぐくむ、持続可能な社会をつくる

「農業女子プロジェクトとSDGs活動」
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なぜ、農業女子PJがSDGｓ？

【農業女子PJの３つの目標】
①社会、農業界での女性農業者の存在感を高める
→５．ジェンダーの平等を実現する

②女性農業者自らの意識の改革、経営力の発展を促す
→８．働きがいも、経済成長も

③若い女性の職業の選択肢に「農業」を加える
→４．質の高い教育をみんなに

20




