
平成26年3月4日（火）

所　　属 氏　　名

渡部農園（福島県西会津町） 渡部　佳菜子

POCO A POCO FARM（茨城県那珂市） 和知　則子

高農園（石川県七尾市） 高　　博子

nanacos（静岡県菊川市） 早川　ナナ

池田物産（株）（愛知県豊橋市） 山本　久美子

みのり農園（滋賀県高島市） 高橋　佳奈

オルトファーム（岡山県備前市） 森安　かんな

O2Farm（熊本県南阿蘇村） 大津　愛梨

井関農機株式会社 鈴木　俊一

尾山　恵理子

株式会社エイチ・アイ・エス 野田　恵　

株式会社コーセー 橋本　美佳

ダイハツ工業株式会社 北野　恵睦

松木　治

株式会社東急ハンズ 泉　　徳之

田畑　恭子

日本サブウェイ株式会社 岩崎　麻左子

株式会社モンベル 佐藤　和志

黒瀬　美保

リーガロイヤルホテル東京 竹村　梓

株式会社レンタルのニッケン 信長　太郎

漠　太郎

株式会社タニタ 猪野　正浩

福岡　三恵

ひめこらぼ事務局（（一社）農山漁村女性・生活活動支援協会） 齋藤　京子

経営局長 奥原　正明

大臣官房審議官 岡田　憲和

就農・女性課長 榊　　浩行

女性・高齢者活動推進室長 荻野　喜江

課長補佐（共同参画推進班） 牧野　充

経営専門職 勝又　多喜子

第2回農業女子プロジェクト推進会議　出席者名簿



第２回農業女子プロジェクト推進会議

議 事 次 第

平成２６年３月４日（火）

１５：３０～１７：４５

農林水産省第２特別会議室

１．開 会

２．挨 拶

３．議 事

（１）プロジェクトの進捗状況

（２）意見交換

４．閉 会
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活動報告
２０１３１１０６→２０１４０３０4

資料　１



個別PJの推進

農業⼥⼦PJ

プラットフォーム強化

農業⼥⼦PJ

広報活動

２０１３１１０６→２０１４０３０4 活動



個別PJの推進



個別PJの推進

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。

NEW



農業⼥⼦PJプラットフォーム強化

○農業⼥⼦メンバー増⼤
・全国79名の農業⼥⼦メンバー（2013年11⽉⽐211％）

○農業⼥⼦プロジェクトサポーターズの創設
・全国68名サポーターズが⽀援

○全国の⼥性農業者のネットワークとの連携、農政局、
県・市町村との連携

・プロジェクト広報やメンバー、サポーター⽀援

○メンバー、サポーターズを中⼼とするコミュニティ
づくり・活性化

・⼥⼦メンバーがフェイスブックグループを創設



○農業⼥⼦facebook 25－44歳を中⼼にリーチ。

※2014年2月25日数字

農業⼥⼦PJ広報活動



○農業⼥⼦facebook いいね！⽬標 6,000

※2014年2月25日数字

農業⼥⼦PJ広報活動



□【農業⼥⼦プロジェクト】のポイント

①農業界の外からの発信
②複層的な主体からの発信
③期間をある程度定めての発信

農業⼥⼦PJ広報活動



ポイント① 農業界の外からの発信

○個別プロジェクト参加企業からの情報発信
・プレスリリースでの発信
・HPに｢農業⼥⼦バナー｣をリンク
・個別企業の業界新聞での情報掲載

※事務局もフェイスブックなどでフォロー
○農業⼥⼦⽬線での情報発信

農業⼥⼦PJ広報活動



ポイント① 参画企業からの情報発信

○個別プロジェクトの進捗を事務局からも発信

農業⼥⼦PJ広報活動



季節のイベントに関するʻレシピʼやʻ暮らしのヒントʼ、ʻ知恵ʼを
農業⼥⼦ならではの視点で紹介

ポイント① 参画企業からの情報発信
農業⼥⼦PJ広報活動



季節のイベントに関するʻレシピʼやʻ暮らしのヒントʼ、ʻ知恵ʼを
農業⼥⼦ならではの視点で紹介

ポイント① 参画企業からの情報発信
農業⼥⼦PJ広報活動



季節のイベントに関するʻレシピʼやʻ暮らしのヒントʼ、ʻ知恵ʼを
農業⼥⼦ならではの視点で紹介

ポイント① 参画企業からの情報発信
農業⼥⼦PJ広報活動



季節のイベントに関するʻレシピʼやʻ暮らしのヒントʼ、ʻ知恵ʼを
農業⼥⼦ならではの視点で紹介

農業⼥⼦的秘密の美味 農業⼥⼦が⾒る季節

農業⼥⼦検定

ポイント① 参画企業からの情報発信
農業⼥⼦PJ広報活動



ポイント② 複層的な主体からの発信
○各企業からの情報発信
○⼥⼦メンバーからの情報発信
・講演会や取材での｢農業⼥⼦プロジェクト｣紹介
・個⼈のフェイスブックやブログでのプロジェクト
活動紹介

○サポーターズの誕⽣、発信
・ラジオ等での番組企画、発信
・個⼈の名刺やフェイスブックやブログ等での紹介

○様々なツールを⽤いての情報発信
・HP、SNS、イベントやテレビ、ラジオ、ネットな
どを活⽤した情報発信

農業⼥⼦PJ広報活動
ポイント② 複層的な主体からの発信



ポイント③ 期間をある程度定めての発信

○各企業からの情報発信

○定期発信と催事とリンクした発信
・フェイスブックやレター、HPなどを活⽤した
定期的な情報発信

・季節の催事とリンクした情報発信

農業⼥⼦PJ広報活動 ポイント③ 期間をある程度定めての発信



Faceboookやレター、HPなどを活⽤した
定期的な情報発信

農業⼥⼦PJ広報活動 ポイント③ 期間をある程度定めての発信



個別PJの推進
・具体的アウトプットの創出
・企業間のコラボ推進
・新規参画企業への提案

農業⼥⼦PJ
プラットフォーム強化
・農業⼥⼦メンバーの増⼤
・サポーター活動の活性化
・地域⾏政機関等との連携

農業⼥⼦PJ広報活動
・⼥⼦⽬線での情報発信⼒強化
・個別PJ連動型の情報発信強化
・効果的な広報コラボ企画の推進

２０１４０３０4→ 活動



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若い⼥性の職業選択の選択肢に⼥性農業者を加える

｢⼥性が輝く社会｣実現に向けた全国的な
ムーブメントの先端に！



                                

 

ロゴマークの活用に関するＱ＆Ａ 
 

 

Ｑ１ 農業女子プロジェクトロゴマーク（以下、ロゴマーク）は誰でも使えますか。 

 

Ａ 農業女子メンバー、参加企業及びサポーターズであれば使用することができます。

また、使用する際は「「農業女子プロジェクト」ロゴマーク利用に関する規定」及

び「ロゴマニュアル」に従って使用してください。 

 

 

Ｑ２ ロゴマークは、どのような使い方ができますか。 

 

Ａ 農産物及び加工品等商品の包装資材（箱、パック、フィルム、等）やパッケージ、

その農林水産物の告知や販売・広告活動（名刺、シール、ポスター、ちらし、POP

等）に使用できます。また、展示会や、即売会などのイベントの際にもご使用くだ

さい。 

   なお、それら作成に係る費用はすべて自己負担とします。 

 

 

Ｑ３ どのような活用方法がありますか。 

 

 Ａ メンバーにおいては、自身の農産物や加工品などのパッケージへの使用や、自身

の参加するイベント等で活用できます。 

サポーターズにおいては、自身のホームページやブログ、名刺などにおいて、使

用し、プロジェクトの応援やＰＲをしていただきたいと考えております。 

なお、その他の使用に関して不明な点等ある場合は、事務局にご相談ください。 

 

 

Ｑ４ 農業女子メンバーが関係する流通事業者等（第３者）は、ロゴマークを使用でき

ますか。 

 

 Ａ 流通事業者等がサポーターズに登録されている場合には使用できます。登録され

ていない場合には販売、宣伝目的等でのロゴマークの使用はできませんので、登録

のうえ、ご使用をお願いします。 

 

資料　２



                                

Ｑ５ ロゴマークを使って、プロジェクトと関係のない販売目的として作った商品（例

えばロゴマークのステッカーや、ロゴマーク入りのカバンなど）を製造・販売する

ことはできますか。 

 

 Ａ プロジェクトに関係のない商品の製造・販売はできません。 

 

 

Ｑ６ 新聞やテレビ等の報道機関は、ロゴマークを使うことはできますか。 

 

Ａ 報道及び広報の目的であれば使用することができます。また、使用する際は「「農

業女子プロジェクト」ロゴマーク利用に関する規定」及び「ロゴマニュアル」に従

って使用してください。 

 

 

Ｑ７ ロゴマークを使用するために、画像データを入手したいのですが。 

 

Ａ 農業女子メンバー、企業及びサポーターズにおいては、ロゴマークの画像データ

を提供します。広く発信するために積極的なご使用をお願いします。 

 

 

 



『第2回農業女子プロジェクト推進会議』
農業女子プロフィール

資料　３



















『第2回農業女子プロジェクト推進会議』
個別プロジェクト紹介シート

資料　４







機密性○情報 ○○限り

農業女子的 Ｈｅａｌｔｈｙ Ｖａｌｅｎｔｉｎｅ プロジェクト

東急ハンズ 新宿店 ２Ｆ



平野佳子さん生産のハートの
キュウリ販売

取材風景 販売フェース



販売イベントの様子

売り場全景
レモンもありま

す

サンプル展示

ビック
リ！

トマ
トも



















 2013年12月、栃木県足利市にて第１回会議を実施。

 農業女子の「困った」を聞いて、どんなトイレが欲し
いかヒヤリングを行った。

 単にトイレを開発するだけではなく、農業のイメージ
や農業を行うメリット・デメリットをみんなで考えた。

 結果、トイレ製作がゴールではない！
女性の働きやすい環境をつくることは、就農人口を
増やすことであり、日本の未来を担うプロジェクトで
あることを方針として共有した。





＜外装＞
 汚れが目立たないものがいいなぁ～
 花柄がいい！
 窓があると明るくなるね！
 安定感が欲しいね！
 簡単に移動できないかな？

＜内装＞
 着替えるスペースが欲しい～
 絶対、洋式です！
 夕方でも使える様に照明が必要ね！
 ちょっとした収納棚があると便利～
 洗面所や鏡は欠かせません！
 土足なので水洗いＯＫ！

・・・などなど、沢山の「声」が届きました。

水を使わずバクテリアで処理する「バイオタイプ」や
「ソーラー発電」などＥＣＯ仕様も考えています！



2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

７
月

8
月

9
月

10
月

農業女子圃場見学ｉｎ岡山

ＨＩＳ様農業体験ツアーへ既存トイ
レを設置。利用者の声を集める

農業女子的トイレ製作

農業女子的トイレ設置、ヒヤリング

完成





氏名 自己紹介・農業女子へのメッセージ等

青木　淳子 アンチエイジングフード協会、理事の青木淳子と申します。契約した会員さんと農業女子の皆さまが交流でき、他では買えない新鮮なできれば農薬なしの野菜を直
接手にいれることができるふるさと農園的なものを考えています。また、軽井沢にてキッズファームスクールも行う予定です。よろしくお願い申し上げます。

太田　優子 太田優子　と申します。食べること専門です。しかしながら、作業用・家庭用手袋メーカーに勤めている関係で農業生産現場に近しい位置にいると思っています。何
かお役に立てることが少しでもあれば…と参加しました。よろしくお願いします。

藤岡　みのり “食と農は、命と心を育む。”　私が農業をやりたい理由です！！　茨城大学で、「のらボーイ＆のらガールの食農教育プロジェクト」を設立・活動しています。“百姓に
なりたい就活生！！”、農業女子の先輩のみなさんがどんな農業をなさっているのか、勉強させていただきたいです！！よろしくお願いいたします！！

吉野　隆子 名古屋の街の真ん中で有機農家によるファーマーズマーケット「オアシス21オーガニックファーマーズ朝市村」を運営している吉野隆子です。女性が農家として自立
していくのはなかなか難しいとも実感しており、自立していくための支援にも力を注ぎたいと思っています。

金子　智東至 株式会社食育ファーマーズ　GMの金子です。 勝てる農業、６次産業を独自でチャレンジしていこうと決め、日々前進のみ突っ走ってます。このプロジェクトも必ずしや
成功の道が開けることと思っています。

横山　　藍
山梨県在住の専業農家の娘です。今回の大雪で私の町の農家のハウスはほぼ全壊です。その中で、私なりにこちらのプロジェクトに参加することで、農業と企業との
つながりを勉強し、現代農業のありかたを勉強したいと思いました。急な災害の発生でつい一カ月前とは状況もプランも何もかも転換しなくてはいけない状況の中で、
前向きにこれを転換期と捉え、女性目線の農業のあり方を研究し、道をひらいていきたいと思っています。これからも活発に情報交換をし、全力でサポーターとして
関わっていきたいと思っています。どうぞ宜しくお願い致します。

中尾　克代
熊本でITコーディネータをしている中尾克代です。農業とITという視点でかかわっています。情報発信という意味では農業女子プロジェクトは秀逸です。
農業女子の皆様、いろんな楽しい活動をFBやブログなどで拝見しています。素敵で楽しいですね。わくわくします♪現場で農業にたずさわっている皆さんの声、情報
発信が、直接消費者にとどくことで、農業のイメージを変えることができると思っています。

浅野　侑子
新しくサポーターズとして参加させて頂くことになりました、浅野侑子と申します。私は会計・税務の専門家という立場で、クライアントの経営に関するコンサルティング
を仕事としております。農業を営むクライアントに関わったことがきっかけで、農業の分野に興味を持ちました。農業に従事する全ての女子が、さまざまな場面で活躍
し、社会で輝きますよう全力で応援したいと思っております。特に、農作物の販売高増加やコスト管理など、経営や会計の分野でお手伝いできたらいいなと思ってい
ます。これからどうぞよろしくお願い致します。

農業女子プロジェクト　サポーターズからのメッセージ
資料　５
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