
令 和 ４ 年 ３ 月

農業における女性の活躍推進について

経営局 就農・女性課 女性活躍推進室
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女性農業者の状況

基幹的農業従事者数に占める女性割合（令和３年）

新規就農者数に占める女性の割合（令和３年）

（千人）

39歳以下 40～49歳以下 50～59歳以下 60～69歳以下 70歳以上 合計

女性割合 24.8% 33.6% 42.6% 43.6% 39.0% 39.3%

資料：農林水産省「令和3年農業構造動態調査」、「2015 農林業センサス」(組替集計)、

「2010 年世界農林業センサス」(組替集計)

資料：農林水産省「令和2年新規就農者調査」

資料：農林水産省「令和3年農業構造動態調査」
基幹的農業従事者とは15歳以上の世帯員のうち、ふだん仕事を主として主に自営農業に従事している者

女性の基幹的農業従事者数の推移

○ 女性は基幹的農業従事者の約４割を占める重要な担い手。
○ 今後の農業の発展、地域経済の活性化のためには、生活者の視点や多彩な能力を持つ女性農業者が

力を発揮していけるようにすることが必要。
基幹的農業従事者に占める女性の割合の推移

39歳以下 40～49歳以下 50～59歳以下 60～64歳以下 65歳以上 合計

女性割合 27.4% 33.9% 35.2% 28.8% 22.9% 27.8%
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資料：農林水産省「令和3年農業構造動態調査」、「2010 年世界農林業センサス」(組替集計)
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○ 女性が認定農業者になることによって、経営における女性の位置づけが明確化。認定農業者数は
共同申請の制度ができた平成15年から約３倍に増加。

○ 農業経営体のうち個人経営体の約36％で女性が経営方針の決定に関わっている。女性が経営に関与
していると、経常利益の増加率が高く、売上規模が大きい経営体ほど、女性が経営に関与する傾向。

女性の経営参画と経営状況の関係

売上規模別女性の農業経営への関与割合

（資料）
１．「令和元年７月農業景況調査（特別設問：労働力の状況等の動向）」（日本政策金融公庫 農林水産事業本部）
２．調査対象は、日本政策金融公庫のスーパーＬ資金又は農業改良資金の融資先
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女性の経営への関与別経常利益増加率（直近３年間）

（資料）
１．株式会社日本政策金融公庫「平成28年上半期農業景況調査」 （平成28年９月）による。
２．調査対象は、日本政策金融公庫のスーパーＬ資金又は農業改良資金の融資先。

女性の認定農業者数の推移

資料：農林水産省「農業経営改善計画の営農類型別等の認定状況」

経営方針の決定への関わり（農業経営体のうち個人経営体）

資料：農林水産省「2020年農林業センサス」

男女の経営方針決定
参画者がいる②

女の経営方針決定
参画者がいる③

5.9% 7.1% 22.9% 60.5% 35.9%

経営主が女性の
農業経営体①

女性が経営方針の決定
に関わっている農業
経営体（＝①+②+③）

経営主が男性だが、女性が経営方針決定
に参画している農業経営体

経営主が男性で、経
営主のみが経営方
針を決定している

農業経営体
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・家族経営協定とは、近代的な家族農業経営の実現を目指し、経営の方針や家族一人ひとりの役割、就業条件・就業環境などについて
家族みんなで話し合いながら、第三者の立ち会いの下、取り決めるもの。

・第５次男女共同参画基本計画（令和２年12月閣議決定）において、家族経営協定の締結数7万件（令和７年度）を成果目標としている。

取り決めている協定の内容

協定締結農家数の割合

制度上のメリット

○農業次世代人材投資事業（経営開始型）
夫婦ともに就農する場合（家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場

合）は、夫婦合わせて1.5人分を給付する。

○認定農業者制度
実質的に共同経営を行っている場合、収益の配分と経営方針決定への参画が明確にされている家族経営協

定が結ばれていること等を要件に、夫婦等による認定農業者の共同申請が認められる。

資料：農林水産省調べ（令和３年3月31日現在）
注：複数回答。

家族経営協定の推進
○ 家族経営協定締結農家数は毎年増加。締結農家数は約5.9万経営体（主業経営体数の約27％）。
○ 仕事と生活のバランスに配慮した働き方を推進する上で、引き続き協定締結の重要性を周知。

家族経営協定 締結農家数 5.9万
（R3.3時点)

主業経営体数 22.2万戸
主業経営体に占める締結農家の割合 26.6%

資料：農林水産省「令和3年農業構造動態調査」 、「家族経営協定に関する実態調査」
注：主業経営体とは、農業所得が主（世帯所得の50％以上が農業所得）で、調査期日前１年間

に自営農業に60日以上従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営体。
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取決め内容 割合

農業経営の方針決定 96.1％

労働時間・休日 94.3％

農業面の役割分担（作業分担、簿記記帳等） 80.5％

労働報酬（日給・月給） 72.5％

収益の配分（日給・月給以外の利益の分配） 67.0％

経営移譲（継承を含む） 59.6％

○農業者年金
青色申請をしている認定農業者等と家族経営協定を締結して、経営に参画して

いる配偶者、後継者に対しては、基本となる保険料（20,000円）のうち一定割合
の国庫助成が行われる。

協定締結事例

Lindo-tomaco,Farm (ﾘﾝﾄﾞﾄﾏｺﾌｧｰﾑ)
（千葉県銚子市）
石毛善一さん（経営主）,芳江さん（経営主の妻）

佳知さん（後継者の夫）,麻里子さん（後継者）

〇締結のきっかけ
・女性グループで家族経営協定について学習したこ
とを機に、平成26年に協定を締結。

・後継者の長年の夢である「農家レストラン」を実
現するために、令和３年に協定の内容を見直して
再締結し、後継者も認定農業者の共同申請。

〇締結の効果
・役割分担や就業条件の明確化により、研修会等に
も気兼ねなく参加でき、個々がスキルアップ。

・働くためのエネルギー再生産の時間を重視し、
個々がゴルフや旅行等でリフレッシュするなど、
メリハリのある生活が実現可能に。 農家レストランを年内に開設予定



農業委員など政策・方針決定過程への女性の参画の促進

〇農業委員に占める女性の割合

○ 第５次男女共同参画基本計画（令和２年12月閣議決定）においては、農業委員に占
める女性の割合、農業協同組合の役員に占める女性の割合の目標に加えて、新たに、
土地改良区（土地改良区連合を含む。）の理事に占める女性の割合の目標を設定。

〇農業協同組合の役員に占める女性の割合

○農業委員に占める女性の割合
早期に20%、2025年度までに30%

※ 土地改良区（土地改良区連合を含む。）の理事に占める女性の割合について、 2025年度までに10％とする目標を設定（2016年度は0.6% ）

○農業協同組合の役員に占める女性の割合
早期に10%、2025年度までに15%

第５次男女共同参画基本計画（令和2年12月閣議決定）における成果目標

○市町村や農協に対して、女性の農業委員や農協役員の登用割合の目標や女性登用のための具体的
取組を定めるよう促す。

〇これらの策定状況、登用実績については、毎年調査し、公表。

女性活躍・男女共同参画の重点方針2021（令和３年６月16日決定）
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資料：農林水産省「農業委員への女性の参画状況」

注 :各年とも10月１日現在

資料：農林水産省「総合農協統計表」

注 :各事業年度末時点
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農業委員会・農協における女性の活躍事例

熊谷玲子さん（岩手県）
大船渡市農業委員会 農業委員
農業委員９名／女性３名

特徴的な取組：
・日頃、取り組んでいる農地法に基づく許可業務や農地パト
ロールの成果を活用しながら、市が実施する椿の産業化の
一環として、耕作放棄地への椿苗の植栽の中心的役割を
担う。

・また、遊休農地を活用した「気仙茶」の試験栽培を主導。

小宮寛美さん（千葉県）
市川市農協 理事
農協役員35名／女性4名

特徴的な取組：
・農業女子プロジェクトメンバー。父親の梨農家を継承し、
地区の推薦を受けて農協の理事として選出。

・信用・共済部門委員会の担当として、農協の運営に対す
る助言等を実施。

・農業女子プロジェクトにおける企業や他地域の女性農業
者との連携事例を地域の農業者に発信。

北沢ひろみさん（長野県）
松川町農業委員会 農業委員
農業委員16名／女性3名

特徴的な取組：
・人・農地プランの策定に当たり、地域住民へのアンケートの
配布・回収や話し合いのコーディネートを主導。
・話合いの参加者の４割が女性となり、中心経営体への農
地の移行方針が人・農地プランに定められたほか、遊休
農地を活用して野菜を作って学校給食に提供する地域住
民のグループが誕生。

平野美代子さん（福岡県）
糸島農協 理事
農協役員25名／女性2名

特徴的な取組：
・JAの大型直売所「伊都菜彩」（女性部の朝市夕市が前
身）の運営委員会を担当。

・女性部グループの中心として、甘酒ジェラートを開発に貢
献し、伊都菜彩のほか、セブンイレブンで販売。

・農業委員や地域、行政と連携し、耕作放棄地問題に取
組み、約４反の放棄地を解消。

５



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．女性が変える未来の農業推進事業
① 女性活躍に向けた全国事業
全国共通の研修コンテンツの作成や地域をリードする女性農業者の活躍事例

の普及等の取組を支援します。
② 地域における女性活躍推進事業

各都道府県において、地域の女性活躍の実情に応じ、女性農業者の育児と農
作業のサポート活動等女性が働きやすい環境の整備、地域を牽引する女性リー
ダーの育成等社会参画の推進に向けた取組を支援します。

2.（令和３年度補正予算）女性の就農環境改善緊急対策事業
① 女性が働きやすい環境の整備

女性が働きやすい環境の整備に向けた簡易な改修やリース等による、男女別ト
イレ、更衣室、託児スペース等の確保を支援します。
② 地域の女性農業者グループの活動等支援

女性農業者の居場所となる女性グループの立ち上げ、グループ活動の開始又
は発展、女性を農業へ呼び込むための活動事例の発信等の取組を支援します。

女性活躍
に向けた
Stage

令
和
４
年
度
予
算

全国
事業

地区
事業※

環境
整備

社会
参画
の

推進

60 女性が変える未来の農業推進事業 【令和４年度予算概算決定額 85（85）百万円】
（令和３年度補正予算額 200百万円）

＜対策のポイント＞
女性農業者の能力の発揮等による農業の発展、地域経済の活性化のため、地域のリーダーとなり得る女性農業経営者の育成、女性グループの活動、女

性が働きやすい環境づくり、女性農業者の活躍事例の普及等の取組を支援します。

＜事業目標＞
○ 農業委員に占める女性の割合向上 （30％［令和７年度まで］） ○ 女性の認定農業者の割合向上 （5.5％［令和７年度まで］)
○ 農業協同組合役員に占める女性の割合向上（15％［令和７年度まで］） ○ 家族経営協定の締結数増加 （70,000件［令和７年度まで］)
○ 土地改良区理事に占める女性の割合向上 （10％［令和７年度まで］）

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］経営局就農・女性課（03-3502-6600）

農業・
農村への
呼び込み

農業・
農村への

定着
経営参画
経営発展

地域の
方針策定へ

の参画

女性が働きやすい環境の整備
女性農業者の育児と農作業のサポート活動、家族経営協定の
締結に向けた相談会の開催等を支援

地区事業で活用できる研修コンテンツ（女性リーダー育成、女性活躍の意義等）の作成
研修コンテンツの作成

女性活躍の理解促進
地域をリードする女性農業者の活躍事例の普及等

※ 地区事業については、実施する都道府県において農業分野の女性登用の目標
及び目標達成に向けた実行計画を定めていること等を要件化

女性グループの事業活動や研修会の開催等
を支援

リーダー育成

地域の実情に応じた女性リーダー
育成研修の実施

女性活躍の理解促進
女性活躍の意義、女性活躍の事例等について研修会等を通じ周知

国

民間団体
都道府県

定額 （１①の事業）

（１②の事業）

定額 定額
女性農業者グループ等

民間団体
定額 定額

女性農業者グループ等 （２①②の事業）

地域の女性農業者グループ
の活動推進

令
和
３
年
度
補
正

環境整備

グループ
活動等
支援

男女別トイレ、更衣室、休憩室、
託児スペース、高さが調整できる作業台、
アシストスーツ等の確保を支援

・グループ活動の発展に向けた先進事例調査
・新商品開発のための試作品づくり 等を支援

都会に住む女性を対象とした女性農業者の活躍事例の発信等
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「農業女子プロジェクト」（2013年設立）は、農業内外の多様な企業・
教育機関等と連携して、農業女子の知恵を生かした新たな商品・サービスの
開発、未来の農業女子をはぐくむ活動、情報発信等を行い、社会全体での
女性農業者の存在感を高め、女性農業者自らの意識の改革、経営力発展を
促し、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
同士のネットワークづくりにも取り組んでいます。

「農業女子プロジェクト」について ～概要～

企業プロジェクト

高校・大学等の教育
機関と活躍する魅力
ある農業女子メン
バーが連携し、農業
を志す学生の発掘や
動機づけ、意識の向
上のための取組を実
施

チーム“はぐくみ” SDGs活動の発信

農業女子ラボ活動

“農業者のわたしたちに
できる５つのこと”とし
て農業女子メンバーの
SDGs活動を発信

メンバー自らの関心の
高いテーマについて自
主的に勉強会等を実施

農業女子メンバー
全国 886名 37社

参画企業
8校

教育機関

（2021年12月時点）

SNSやイベント等を活用した
女性農業者の魅力発信

趣旨

参加メンバーデータ

具体的な取組

企業と農業女子メン
バーが協同で新たな商
品やサービスの開発等
を行い、女性農業者の
活躍や魅力を発信
（それぞれの企業活動
の一環として推進）

教育機関参画企業

地域の
農業女子グループサポーターズ

農業女子
プロジェクト

チーム
はぐくみ

企業PJ

女性農業者自ら
の意識の改革、
経営力の発展

農業女子メンバー

第９期 農業女子プロジェクトの活動方針
（2021年11月～2022年10月）

プロジェクトの目的

社会、農業界での
女性農業者の
存在感を高める

若い女性の職業の
選択肢に

「農業」を加える

１． 地域グループ活動の推進
２． 「農」の魅力の発信
３． オンラインのフル活用 ７



「農業女子プロジェクト」のあゆみ

37

209

372

520

639
710

791
831

874

0

250

500

750

1,000

第１期

2013.11

第２期

2014.11

第３期

2015.11

第４期

2016.11

第５期

2017.11

第６期

2018.11

第７期

2019.11

第８期

2020.11

第９期

2021.11

(人)

農業女子PJ始動
・企業との取組を中
心に活動を実施

第１期

農業女子PJ初のスピ
ンアウトグループ結成
（おかやま）

第２期

農林水産省イベント
へのブース出展等、
広報活動を積極化

第３期

農業女子が取り組む
SDGsの
発信

第６期
★コロナ感染症の拡大

グループ間ネットワー
クづくりの促進

第７期
オンラインによる会議や
セミナー開催の促進
個人のネットワークづ
くり

第８期 地域グループと企業
・はぐくみ校のマッチン
グ促進、若者への「
農」の魅力発信、オ
ンライン勉強会等を
計画中！

第９期

次世代の女性農業
者を育てる「チームは
ぐくみ」スタート

第４期
メンバーの自主的勉
強会「農業女子ラボ
」の始動

第５期メンバー数の推移
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これまでのプロジェクトの主な成果

◆「ラクマ」にて農業女子の野菜・
加工品販売［2017.11～］
・農業女子の魅力が詰まった特設サイトも開設
・ECで顔の見える販売を実現

◆【Lacuno】シリーズ
［2021.１］

◆子ども向けの絵本を制作、読み聞か
せ実施［2021.11～］
・農業女子グループAGRI BATON PROJECT
が「農業って楽しい！」を伝えるための絵
本を作成し、全国で読み聞かせを実施

AGRI BATON PROJECT
農業女子が絵本を制作

カネコ総業
女性も使いやすい農具を開発

楽天
ネット販売で農業女子をPR

◆フィールドもんぺ
［2019.3］

農業女子の意見を取り入れて、素材や
シルエットにこだわり、暑い季節の農
作業を快適にする速乾性・通気性に優
れたパーカを開発

モンベル
農作業も快適な作業着を開発

◆クリマプロ フィールドストレッチ
カバーオールwomen’s［2016.9］

◆フィールド レイン ジャケットWomen’s・
フィールド レイン パンツWomen’s［2018.9］

・手になじみ、作業しやすく疲れにくい
らくらくグリップシリーズ「Lacuno」

（ショベル・キッズ鎌・鍬）の開発

◆【Lacuno】シリーズ
（鎌・鍬・レーキ）
［2018.11］

◆フィールド クールパーカ Women’s
［2021.1］

◆女性目線の軽トラックの開発
［2014.9］
・カラフルな全８色のボディーカラー
・UVカットガラス採用。
フロアの高さを下げるなど乗降しやすく。

ダイハツ工業
女性目線の軽トラック開発

９

◆農業イベントの開催
［2021.10～］
・農業女子の圃場と都会の消費者をつなぐオ
ンラインツアー、イベントを開催

全国農協観光協会
農業女子と農業イベントを開催



‘’持続可能な社会の実現のために
農業者のわたしたちにできる5つのこと‘’

その１ 健康的な食生活の実現に取り組む

その２ 農作業体験から“食”と“農業”の大切さを教える

その３ 働きやすい環境をつくり、地域の主要産業になることを目指す

その４ 農村の魅力を発信し、地域の農業を維持する

その５ 自然によりそった持続可能な農業の実現に取り組む

農業女子が取り組んでいる「SDGs」につながる活動の中
から５つのメインテーマを抽出し、農業女子に積極的に取
り組んでほしいゴールとして設定。

［農業女子たちの取組事例］

保育所で「お迎えマルシェ」開催

小学校での出前授業、収穫体験 農を伝える絵本の制作・読み聞かせ
「AGRI BATON PROJECT」

女性が働きやすい職場づくり スマート農業を活用した
ストレスフリーな農業経営

町の人たちに地域の農の魅力を紹介 メディアを通じて農への想いを発信

海洋廃棄物を使った循環型農業 ブドウの搾りかすで肉用牛を肥育

学校給食への食材提供
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全国の農業女子の新たな出会いとつながりを作る取
組として、農山漁村女性の日（３月10日）に合わせて
開催している、農業女子のためのイベントです。
令和３年度のテーマは「管理作業の効率化・スマー

ト化」。スマホでお手軽に生産管理や経営管理ができ
るアプリについて、システムを提供する企業から、シ
ステムや実例紹介、実際の操作方法等を講演いただき
ます。

「第６回大農業女子会」の開催について

大農業女子会とは

11

◎日時：令和４年３月10日（木） 14：00から17：00
◎内容：

- 講演「農業女子のためのスマート農業基礎講座」
＞ スマート農業の概要（農林水産省）
＞ 生産管理システムの紹介
（ウォーターセル株式会社：アグリノート）

＞ 会計管理システムの紹介
（freee株式会社：freee）

-「農業女子同士の意見交換会」16:00から17：00
◎開催方法：オンライン形式（ZOOM利用）
◎農業女子の方や農業女子のご家族等が対象です。
※詳しくはメールマガジンをご確認ください

詳細

＜アグリノート＞

＜freee＞
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