
 「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シーズと結びつけ、
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 

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 

 農業女子という職業の定着、企業との取り組みビジネス化、生産物の付加価値化 

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２６年１０月現在） 

  ○農業女子：１９６名   ○参加企業：１３企業 ○サポーターズ ２３５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。 

○ 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。 
 

資料７ 



  農業女子プロジェクト 全体イメージ 

ダイハツ工業株式会社

‘私の’軽トラックプロジェクト

農業女子の視点も取り入れた次世代ト
ラックの企画・開発を進めていきます。

株式会社東急ハンズ

教えて！農業女子プロジェクト

農業女子が季節イベントの新しい楽しみ
方を提案！ワークショップも開催します。

株式会社モンベル

フィールドウェア開発プロジェクト

農業女子目線で、快適かつファッショナブ
ルなウェアを考え提案します。

井関農機株式会社

夢ある‘農業女子’応援プロジェクト

女性が農業をする中で大変なこと、困っ
ていることを共有、サポートします。

株式会社エイチ・アイ・エス

農業体験＆交流ツアープロジェクト

農業女子を訪問し、学び、体験するツ
アーを企画します。

株式会社コーセー

農業女子Beautyプロジェクト

農業女子の就業環境に適した商品キッ
トで提供。使用感や悩みを聞きます。

日本サブウェイ株式会社

農業女子的

野菜が喜ぶメニュー開発プロジェクト

農業女子のアイディアから、食べる人も野
菜も喜ぶメニューを開発します。

株式会社レンタルのニッケン

女子的トイレ開発プロジェクト

女性が使いたくなる仮設トイレを農業女
子と一緒に考えていきます。

リーガロイヤルホテル東京

農業女子的！おもてなしプロジェクト

ホテルでのおもてなしについて、農業女子
と一緒に考えて提供します。

株式会社タニタ

インナービューティーを創ろうプロジェクト

商品モニタｰやタニタリソースと農業女子コ
ラボにより、体の中からの美を創る。

株式会社三越伊勢丹ホールディングス

想いを‘伝えたい・学びたい・届けたい’

プロジェクト

お客さま、農業女子、三越伊勢丹がつながりを
深め、みんながＨａｐｐｙになる場を提案します。

農業女子発！「新野菜」の需要創
造プロジェクト 

「農業女子」目線で、野菜の魅力・栽培
の楽しみ方を一緒に発信します。 

株式会社サカタのタネ 株式会社丸山製作所 

女性が求める‘草刈作業‘応援プロジェクト 

女性の草刈作業をわかりやすく・快適・安心 
にする「応援商品とサービス」を提供します。 



福島とつながって、学んで、応援しよう！福島とつながって、学んで、応援しよう！福島とつながって、学んで、応援しよう！福島とつながって、学んで、応援しよう！

福島の今を知り、私たちの未来を考える２日間福島の今を知り、私たちの未来を考える２日間福島の今を知り、私たちの未来を考える２日間福島の今を知り、私たちの未来を考える２日間
６月：復興イベント＆田んぼの草取り６月：復興イベント＆田んぼの草取り６月：復興イベント＆田んぼの草取り６月：復興イベント＆田んぼの草取り １０月：稲刈り＆カボチャの収穫１０月：稲刈り＆カボチャの収穫１０月：稲刈り＆カボチャの収穫１０月：稲刈り＆カボチャの収穫

添乗員同行

★★★★原発事故後の福島の現状を自分の目で見て学ぶ原発事故後の福島の現状を自分の目で見て学ぶ原発事故後の福島の現状を自分の目で見て学ぶ原発事故後の福島の現状を自分の目で見て学ぶ

★農業体験や交流を通して福島の方々とつながる★農業体験や交流を通して福島の方々とつながる★農業体験や交流を通して福島の方々とつながる★農業体験や交流を通して福島の方々とつながる

★未来について共に考え、自分にできることをみつける★未来について共に考え、自分にできることをみつける★未来について共に考え、自分にできることをみつける★未来について共に考え、自分にできることをみつける
（大人1名様あたり（相部屋利用））【学生料金あり】

●交通：専用バス●添乗員/同行●食事/（朝1昼2夕1）●最少催行人員/18名 ●宿：農家民宿（福
島県二本松市内）※宿泊場所は男女別の相部屋となり、3～6名様で各農家にわかれて宿泊します。

宿は選べませんのでご了承ください。 ※天候・交通事情によって一部行程や内容に変更がある場
合があります。

発着地 出発日
旅行代金（大人1人)旅行代金（大人1人)旅行代金（大人1人)旅行代金（大人1人)

3～6名1室代金（学生代金）3～6名1室代金（学生代金）3～6名1室代金（学生代金）3～6名1室代金（学生代金）

6/14(土)6/14(土)6/14(土)6/14(土) 28 ,900円（28 ,40 0円）28 ,900円（28 ,40 0円）28 ,900円（28 ,40 0円）28 ,900円（28 ,40 0円）
10/4（土）10/4（土）10/4（土）10/4（土） 27 ,900円（27 ,40 0円）27 ,900円（27 ,40 0円）27 ,900円（27 ,40 0円）27 ,900円（27 ,40 0円）

新宿発

訪問先の方々の紹介訪問先の方々の紹介訪問先の方々の紹介訪問先の方々の紹介

有機農家。20年来、有機農業に積極的に取組み、
震災後も茨城大学新潟大学などと共同して土壌

の放射性物質の調査や、農作物への移行を抑え
るための実験などに取り組みながら有機農業を
持続する方法を模索している。
現在、米・野菜栽培、農産加工所（餅、おこわ、弁当）による
複合経営。（あぶくま高原 遊雲の里ファーム） ＮＰＯ法人福島県有機農業ネッ
トワーク代表。国内外の原発関連シンポジウムなど多数登壇。

二本松の今回のツアープログラムコーディネーター。
東京の大学卒業後、有機農業をしていた父の下で
農業を始める。都市と地域をつなぐ架け橋を目指

して農業イベントやツアーを実施。東日本大震災と
原発事故による福島の現場を伝え、体験し、農業の
“今”を伝える。

農業を通して可能性を広げ、人に夢や感動を与える
農業を目指していく。ウーマンオブザイヤー2014 地方を元気にする女子部門を

受賞。農業女子プロジェクトメンバーとしても活躍。

かーちゃんの力・プロジェクト協議会会長

原発災害で居住が制限され避難を余儀
なくされた町や村で農業に従事していた
女性（かーちゃん）達が、福島大学小規模
自治体研究所とともに「かーちゃんの力・
プロジェクト協議会」を立ち上げ、農産加工品の加工・販売、お弁当作り・販売、食文
化伝承イベントなどを行う。森の恵み、豊かな大地、澄んだ水・・・自然と共にあった
暮らしを突然奪われつらく苦しい日々だけど、仲間とつながればなんとかなる！あぶ
くま地域の味を皆に食べてもらって、福島を元気にしたい。みんなの笑顔のために元
気に腕をふるっている。

「行かないと分からなかった。「行かないと分からなかった。「行かないと分からなかった。「行かないと分からなかった。

一歩踏み出してよかった。」一歩踏み出してよかった。」一歩踏み出してよかった。」一歩踏み出してよかった。」

「福島のために何かしたい、でも何をしたらいいのかわから
ない」という思いを抱えている方は多くいらっしゃるのではな
いでしょうか。ツアーでは、福島市の「かーちゃんの力プロ
ジェクト」と、二本松市東和地域を訪れます。「かーちゃんの
力プロジェクト」では、避難生活を余儀なくされた町や村で農
業に従事していた方々の思いや、地元の味を伝える活動の
話を伺います。二本松市東和地域では、土壌の放射性物質
の調査や実験を行い、有機農業を実践されている方々から
お話を伺い、農作業体験＆交流をします。
ここでは、自然と人がつながって生きています。
おおらかで和やかな福島の方々との交流を通して、これから
の私たちの未来について一緒に考えてみませんか。

①

7時：新宿発福島市へ

※12時から17時は、6月と10月で別日程となります。

【6月】

【10月】

17時：二本松市東和地域着

菅野正寿さんより東和地域の放射能の現状と取組みのお話東和地域の放射能の現状と取組みのお話東和地域の放射能の現状と取組みのお話東和地域の放射能の現状と取組みのお話

地元の方々で運営する道の駅東和にて放射線測定器を見学、お話を伺う。
地元の方々との夕食会、地元の方々との夕食会、地元の方々との夕食会、地元の方々との夕食会、各農家民宿へ移動。
農家の方々と団欒をお楽しみください。(4～6名ずつ農家民宿に分かれて
お泊り頂きます )

食事：朝- 昼○ 夕○ [ 農家民宿泊 ]

②

農家民宿にて朝食
農作業のお手伝い（東和地区農家）2時間

6月：田んぼの草取り＆野菜の収穫体験、昼食はバーベキュー

10月：稲刈り＆はせがけのお手伝い、昼食はお餅つき

14時 岳温泉にご案内（入湯料別途500円～700円）

15時：二本松出発、新宿着（19～20時）

食事：朝○ 昼○ 夕-

12時時時時：現在も避難区域となっている飯舘村などの実情を車窓から見ながら

移動。

13時時時時-16時時時時：かかかかーちゃんの力プロジェクト訪問、復興イベントに参加。ーちゃんの力プロジェクト訪問、復興イベントに参加。ーちゃんの力プロジェクト訪問、復興イベントに参加。ーちゃんの力プロジェクト訪問、復興イベントに参加。

代表の渡邊さんから活動についてのお話を伺います。

地震発生時刻（14：46）に黙祷をし、メッセージ付きの風船を飛ばします。

12時時時時：かかかかーちゃんの力プロジェクト訪問ーちゃんの力プロジェクト訪問ーちゃんの力プロジェクト訪問ーちゃんの力プロジェクト訪問

かーちゃんの手作り弁当を食べながら、代表の渡邊さんから活動について
のお話を伺います。飯館村のブランドカボチャ「いいたて雪飯館村のブランドカボチャ「いいたて雪飯館村のブランドカボチャ「いいたて雪飯館村のブランドカボチャ「いいたて雪っっっっ娘」の収穫の娘」の収穫の娘」の収穫の娘」の収穫の
お手伝い。お手伝い。お手伝い。お手伝い。

16時時時時：現在も避難区域となっている飯舘村などの実情を車窓から見ながら

移動。

六月の終わりの六月の終わりの なまあたたかい初夏の朝なまあたたかい初夏の朝
僕は棚田に水を引くため僕は棚田に水を引くため あぜ道をいくあぜ道をいく するとすると

稲の葉から稲の葉から ヒラヒラと羽化したとんぼが飛び立ったヒラヒラと羽化したとんぼが飛び立った
一つや二つではない一つや二つではない 二十羽二十羽 五十羽五十羽 いやいやもっと飛び立ったいやいやもっと飛び立った
ヒラヒラヒラヒラ ヒラヒラヒラヒラ やわらかな羽がやわらかな羽が 朝日に輝き銀色に光ってる朝日に輝き銀色に光ってる

僕はあぜ道に立ちつくす僕はあぜ道に立ちつくす なんて美しいんだろうなんて美しいんだろう
稲の葉と葉の間には稲の葉と葉の間には くもがくもが糸をはる糸をはる タガメがいるタガメがいる カマキリがいるカマキリがいる

カエルが足元で飛びはねるカエルが足元で飛びはねる 田んぼは小さな生命の世界田んぼは小さな生命の世界
暑い夏に里山に上り暑い夏に里山に上り 自由に空を飛ぶ自由に空を飛ぶ

稲穂が黄金色になるころ稲穂が黄金色になるころ とんぼはつがいでふるさとに帰ってくるとんぼはつがいでふるさとに帰ってくる
穂波に小川に産卵をする穂波に小川に産卵をする

田んぼから飛んだので田んぼから飛んだので とんぼというのだとんぼというのだ

田 ん ぼ の と ん ぼ 菅 野 正 寿



エコ・スタディツアーデスク

スタディスタディスタディスタディ

農林水産省が推進する、女性農業者を応援するプロジェ
クト。 仕事や生活、自然との関わりの中で培った女性なら

ではの知恵やアイディアを企業とつなげ、新しい商品や
サービス、情報を社会に発信していきます。
Ｈ.Ｉ.Ｓ.もその考えに共感しプロジェクトに参加しています。プロ

ジェクト参加企業である株式会社コーセーより、雪肌精日焼け止
めをご提供いただきます（添乗員が持参します）。農作業体験時
にご利用ください。

オリジナルオリジナルオリジナルオリジナルＴＴＴＴシャツプレゼントシャツプレゼントシャツプレゼントシャツプレゼント

参加者全員にプレゼント！
活動にも便利なTシャツで、仲間との一体感も
UP!

更に、ツアー参加更に、ツアー参加更に、ツアー参加更に、ツアー参加者のの皆様に者のの皆様に者のの皆様に者のの皆様にプレゼント！プレゼント！プレゼント！プレゼント！

コーセー 薬用 雪肌精 スキンケアサンプル
（※日程によってサンプル内容が変更になる場合があります。）

旅旅旅旅ノートやノートやノートやノートや交流会交流会交流会交流会でつながろうでつながろうでつながろうでつながろう！！！！

旅で感じた想いを共有す
る旅ノートを、お米ができ
る一年を通してツアー参
加者でつづります。

東京での「新米を食べよう
会」などの交流イベントも
開催を予定しています。
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