令和元年度「農山漁村女性の日」関連行事等（１～３月）
名称

地域

期間

場所

令和２年２月１日時点

参集範囲

一般可

主催

ＨＰアドレス等

1 第23回はつらつ林業女性交流会

林業に従事する女性及び森林・林
１月31日(木) 国立オリンピック記念青少年総
業に興味を持ち林業グループ等と
～30日(金) 合センター
交流をしている女性

全国林業研究グループ連絡協議会及 http://www.ringyou
び全国林業研究グループ連絡協議会 .or.jp/rinken/inde
会女性会議
x.html

2 JA都道府県女性組織会長事務局合同会議

２月27日(木)
東京都千代田区大手町JAビル
～28日(金)

JA都道府県女性組織会長事務局

JA全国女性組織協議会

3 第25回全国青年・女性漁業者交流大会

３月３日(火) ホテルグランドアーク半蔵門
～４日(水) （東京都千代田区）

全国の漁業者および関連団体

JF全漁連

4 農業女子プロジェクト「第５回大農業女子会」

３月５日(木) 農林水産省本館

農林水産省農業女子プロジェクト
メンバー

農林水産省農業女子プロジェクト事
務局

5 未来農業DAYs

３月６日(金)

ヒューリックホール東京
（東京都千代田区）

女性農林漁業者、農業関係者、一
般参加者

未来農業DAYs実行委員会

https://www.mirain
ogyodays.org/

３月７日(土)

中央労働基準協会ビル会議室
（東京都千代田区）

全国生活研究グループ連絡協議会
会員

全国生活研究グループ連絡協議会

https://www.nca.or
.jp/support/farmer
s/zenkeng/

全国

6 全国生活研究グループ連絡協議会

第56回総会

ふるさとの食にっぽんの食 全国実
行委員会（JA全中、JF全漁連、大日
本水産会、NHK）、各都道府県実行委
員会

7 ふるさとの食にっぽんの食全国フェスティバル

３月６日(土)
東京都渋谷区神南
～７日(日)

8 Woman in Food and Agriculture

３月10日(火) 豪州大使公邸

日豪女性農業者、日豪政府関係者
他

9 きたひとネットフォーラム2020

２月３日(月)
北海道大学学術交流会館
～４日(火)

会員、賛助会員、一般

10 令和２年度北海道女性指導農業士研修会

２月21日(金) ホテルポールスター札幌

北海道指導農業士、北海道農業
士、関係機関

北海道指導農業士協会

11 牛飼い女子会

１月24日(金) 盛岡グランドホテル

岩手県内の女性畜産農家

岩手県

12 令和元年度秋田県青年・女性漁業者交流大会

１月28日(火)

県内漁業者、水産関係団体、県内
沿海市町、秋田県

秋田県、
秋田県漁業協同組合

中部広域（花巻、北上、西和賀、
遠野）の女性農業者

中部農業改良普及センター、花巻市
農業振興対策本部農村振興部会、北
上地方農林業振興協議会担い手対策
部会

代々木公園 一般参加者

★

駐日豪州大使館

★

北海道女性農業者ネットワーク「き
たひとネット）

北海道

秋田県生涯学習センター
（秋田県秋田市）

13 女性農業者研修会

１月29日(水) 岩手県農業研究センター

14 2020農山漁村パートナーシップ推進宮城県大会

東北大学百周年記念会館川内萩 女性農林漁業者組織，市町村，農
２月７日(金) ホール
業委員会，県関係機関，農協・漁
（宮城県仙台市青葉区川内40） 協等関係組織他

15 県南農業女子研修会

２月10日(月)

16 もりおか地方元気が出る女性農業者懇談会

２月12日(水)
盛岡市内
予定

盛岡広域振興局管内の女性農業者

もりおか地方農山漁村女性組織連携
会議

17 令和元年度「農山漁村女性の日」青森県大会

２月17日(月) ホテル青森

農林漁業者、関係機関・団体の職
員

青森県

18 農業女子会

２月17日(月) サンセールいわて

岩手県内の農業者

岩手県

県内及び宮城県の先進農家の視 県南広域（奥州、一関、金ヶ崎、
察研修
平泉）の女性農業者

東北

関東

★

宮城県
奥州農業改良普及センター、一関農
業改良普及センター、一関農林業振
興協議会

令和元年度幸せ創る女性農林漁業者育成事業成
19
果発表会

３月10日(火) エスポワールいわて

岩手県内の農林漁業者

岩手県

20 二戸地方若手女性農業者研修会

２～３月予定 二戸市内

二戸地方の女性農業者

二戸地方農林水産振興協議会

21 ぐんま農村男女（とも）に輝くフェスティバル

１月20日(月) 前橋市総合福祉会館

ぐんま農村女性会議 加盟団体会
員、農業経営士、青年農業士、農
業委員、農業者、市町村・県関係
者等

群馬県、ぐんま農村女性会議

22 令和元年度アグリ女性部実践活動研修会

１月31日(金)

熊谷市スポーツ・文化村
「くまぴあ」

埼玉県農業研究団体連合会アグリ
女性部

埼玉県農業研究団体連合会アグリ女
性部

23 令和元年度茨城県女性農業士通常総会

２月６日(木)

茨城県農業総合センター
（茨城県笠間市）

茨城県女性農業士会会員

茨城県女性農業士会

埼玉県中小企業若手経営者と
24 農業女子プロジェクトメンバー等との異業種交
流会

（株）日本政策金融公庫
２月６日(木)
さいたま支店

埼玉県中小企業若手経営者及び管
内農業女子プロジエクトメンバー
等

関東農政局
（株）日本政策金融公庫

令和元年度東京都農業・男女共同参画フォーラ
ム
25
「わが家の経営ひと工夫～私の目線でココを変
えました～」

２月７日(金) 立川市女性総合センターアイム 主に農業関係者

26 NAGANO農業女子スキルアップセミナー

３月11日(水)

長野県松本合同庁舎内会議室
（長野県松本市）

県内若手女性農業者

長野県

27 長野県農村生活マイスター協会総会及び研修会

３月17日(火)

長野県庁内会議室
（長野県長野市）

長野県農村生活マイスター協会会
員他

長野県農村生活マイスター協会

28 農村女性ネットワークながの総会及び研修会

３月24日(火)

長野県庁内会議室
（長野県長野市）

農村女性ネットワークながの会員
他

農村女性ネットワークながの

ちば県女性農業者ネットワーク会
員、県内女性農業者、関係機関

千葉県、ちば県女性農業者ネット
ワーク

新潟県内若手女性農業者
関係機関・団体担当者

キラキラ農Life
新潟県新潟地域振興局農林振興部

29

令和２年ちば県女性農業者ネットワーク第１回
研修会

３月11日(水) プラザ菜の花

30 キラキラ農Lifeミーティング

２月18日(火)

ハミングプラザVIP新潟
（新潟市中央区）

31 令和元年度農山漁村男女共同参画推進大会

２月20日(木)

石川県地場産業振興センター
石川県の農林漁業関係者
新館１階コンベンションホール

東京都

北陸
石川県

https://www.pref.iwa
te.jp/sangyoukoyou/n
ougyou/ikusei/nouson
/1026152.html

令和元年度「農山漁村女性の日」関連行事等（１～３月）
名称

地域

32 上越女性農業者の集い

期間

場所

令和２年２月１日時点

参集範囲

一般可

主催

３月10日(火) 上越市市民プラザ

女性農業者

上越地域振興局農林振興部、上越農
村地域生活アドバイザー連絡会

３月16日(月) 富山県民会館304号

農林漁業に従事する者及び関係機
関担当者

富山県農山漁村女性活動推進会議、
富山県

ＨＰアドレス等

北陸
33

東海

34 ぎふ農業・農村男女共同参画推進会議

１月16日(木)

農業技術センター
（岐阜県岐阜市）

農業団体、市町村、関係機関等

岐阜県農政部農業経営課

35 みんなが活躍する農業・農村フォーラム

１月16日(木)

農業技術センター
（岐阜県岐阜市）

農業者、市町村、関係機関等

岐阜県農政部農業経営課

36 令和元年度農村輝きネット・あいちの集い

１月23日(木) 愛知県西三河総合庁舎

農村輝きネット・あいち会員、市
町村・農協職員、県関係職員

農村輝きネット・あいち

37 津市の農を考える会定例会

２月14日(金） 津庁舎

津地区指導農業士会
津地区青年農業士会、
津市農村女性アドバイザー連絡会
議
津市農業青少年クラブの４団体
津市、JA（オブザーバー）

津農林水産事務所

第32回農山漁村のつどい
38 家族ワンチーム～農山漁村でみんながイキイ
キ！～

３月８日(日)

フレ

農林漁業に携わる方、農山漁村の
暮らしや仕事に関心のある方、関
係者等

★

農山漁村のつどい実行委員会
松阪地区農村女性アドバザー、松阪
地域農業振興協議会、松阪地域農業
改良普及センター

３月３日(火) 三重県松阪庁舎大会議室

東海農政局消費者の部屋特別展示
40
「３月10日は農山漁村女性の日です。」

２月27日(木)
～３月13日 東海農政局消費者の部屋
(金)

41 第３回京の農林女子キャリアアップ集中講座

１月17日(金)

42 令和元年度むらとくらしを考える会議

１月28日(火) 和歌山県自治会館(和歌山市)

生活研究グループ会員、
行政関係者等

和歌山県生活研究グループ連絡協議
会、和歌山県

43 畑女子in京都丹波

１月31日(金) 園部総合庁舎

畑女子in京都丹波メンバー

南丹農業改良普及センター

２月４日(火) Kyoto de Meeting（京都市）

京の農林女子ネットワークメン
バー

京の農林女子ネットワークメンバー

45 第4回京の農林女子キャリアアップ集中講座

２月14日(金) ガレリア亀岡

京の農林女子ネットワークメン
バー

京都府

46 令和元年度ひょうごの農とくらし研究発表大会

２月14日(金)

生活研究グループ会員、女性農業
者、行政関係者等

兵庫県生活研究グループ連絡協議
会、兵庫県

２月27日(木) 兵庫楽農生活センター

ファームレディネットワーク会員
ほか女性農業者

大阪府

３月５日(木) 京都府庁福利厚生センター

京の農林女子ネットワークメン
バー

京都府

47

京の農林女子ネットワークと全国農業女子との
合同研修会＆交流会

令和２年大阪府ファームレディネットワーク総
会及び研修会

48 第５回京の農林女子キャリアアップ集中講座

49

中国
四国

三重県総合文化センター
ンテみえ

松阪・多気の女性農業者
39
おしゃべり交流会

44

近畿

令和元年度富山県農山漁村男女共同参画チャレ
ンジフォーラム

京都府内各地域生活研究グループ連絡協議会総
会

農村女性アドバイザー、農業を担
う若手女性農業者
一般（来庁者全般）

★

京都府農林水産技術センター農 京の農林女子ネットワークメン
林センター
バー

神戸新聞松方ホール
（兵庫県神戸市）

東海農政局

各地域生活研究グループ連絡協議会

50 農山漁村女性ビジョン地区連絡会議

１月16日(木) 八幡浜支局

地区連絡会議構成員（農業指導
士、各組織代表、関係機関）

支局

51 旬菜フェスタ2020

１月29日(水) 西条市中央公民館

管内農業者及び関係系機関・組織
職員

西条・新居浜地区生活兼研究協議会

52 わが地域自慢の知恵・技 大集合

ユウベルホテル松政
山口県生活改善実行グループ連絡
１月29日(水) （山口県山口市湯田温泉３丁目
協議会会員、関係機関等
５－８）

山口県生活改善実行グループ連絡協
議会

次代の農業をリードするアグリレディシンポジ
53
ウム

１月29日(水) サンメッセ香川（高松市）

農業者、関係機関等

54 岡山地方農山漁村はつらつ農業者のつどい

岡山県男女共同参画推進セン
１月30日(木)
ター（ウィズセンター）

岡山地方農山漁村生活交流グルー
プ協議会会員
岡山地域の農業者

安芸・室戸地区農村女性リーダーつどい
55 「明日へ男女ともに手をたずさえてのつどいin
芸西」

１月30日(木)

56 女性グループ活動研修＆交流会

２月３日(月) 藍住町総合文化ホール

鳴門市・板野郡管内女性農業者、
その他関係機関

鳴門藍住生活交流協議会、徳島県

57 三好地区農山村女性の日推進大会

２月４日(月) 東みよし町中央公民館

三好地区生活交流協議会
ＪＡ阿波みよし女性部
三好アグリクラブ
池田高等学校三好校
関係機関

三好地区農山村女性組織連絡会
三好農業支援センター

58 令和元年度長門農山漁村女性のつどい

ラポールゆや
２月５日(水) （山口県長門市油谷新別名
10833）

長門農山漁村女性団体連携会議構
成団体会員、関係団体、関係機関
等

長門農山漁村女性団体連携会議、山
口県長門農林水産事務所

２月５日(水) 松前総合文化センター

伊予地区農業経営者連合協議会、
伊予地区生活研究協議会、伊予地
区青年農業者連絡協議会、あい
ネットワーク、伊予地区家族経営
協定締結協議会

伊予地区農業・生活研究フォーラム
実行委員会
伊予地区農業改良普及事業推進協議
会

２月６日(木) 宇和島市清満公民館

農林漁業者
女性起業者
関係機関

愛媛県南予地方局産業振興課
宇和島市生活研究協議会

59 伊予地区農業・生活研究フォーラム2020

60 うわじまの味

フェスタ

61 令和元年度下関地域農山漁村女性のつどい

下関農山漁村女性連携会議加入団
ＪＡ山口県下関統括本部
体会員、関係組織の女性リー
２月６日(木)
（山口県下関市秋根北町4－1） ダー、下関農業女子会、関係機
関・団体職員等

62 やまぐち農山漁村ステキ女子デザインセミナー

山口県政資料館
２月７日(金)
（山口県山口市滝町1－1）

女性農林漁業者、農林漁業に関心
のある女性、地域企業、関係機関
等

http://www.maff.go
.jp/tokai/shohi/se
ikatsu/heya/tokube
tsu/index.html

京都府

２月～３月で 京都府総合庁舎、各市町、JA施 地域生活研究グループ連絡協議会
順次開催
設等
グループ員、関係機関

高知県安芸郡田野町ふれあいセ 農村女性リーダー他女性農業者、
ンター
関係機関

http://www.pref.mi
e.lg.jp/EVENTS/evt
0007200119.htm

★

香川県
備前県民局農林水産事業部備前広域
農業普及指導センター
岡山地方農山漁村生活交流グループ
協議会
安芸・室戸地区農村女性リーダー協
議会

下関農山漁村女性連携会議

公益財団法人 日本グラフィックデザ
イナー協会（JAGDA）、JAGDA山口地
区、山口県

https://www.pref.kagawa.
lg.jp/content/dir6/dir6_
3/dir6_3_5/w92abv2001070
94403.shtml

令和元年度「農山漁村女性の日」関連行事等（１～３月）
名称

地域

63 四国中央農山漁村ふるさとづくり大会

64

中国
四国

「一次産業女子ネットワーク・さくらひめ」パ
ワーアップ交流会

２月８日(土) 四国中央市土居文化会館

参集範囲

美作広域農業普及指導センター

高知県

女性農業者、関係機関など

67 オレンジフェスタ2020

２月16日(日) 八幡浜みなっとみなと交流館

女性組織連絡会議（シトラスブー
ケ）、一般

令和元年度岩国地域農山漁村パートナーシップ
推進大会

72 次代の農業をリードするアグリレディ活動展

73 ６次産業化セミナー

74 かいふで生きる力アップ研修会

75

令和元年度福岡県農村女性グループ連絡研究会
起業化研修会

セントコア山口
山口県農家生活改善士、山口県漁
２月18日(火) （山口県山口市湯田温泉3丁目2
村生活改善士、関係機関等
－7）
生活交流グループ員、女性農業
２月20日(木) 徳島県吉野川合同庁舎
者、新規就農者、青年農業者、関
係機関 等
周防大島町久賀総合センター
柳井地域農山漁村女性連携会議構
２月21日(金) （山口県大島郡周防大島町大字
成団体会員、関係機関等
久賀5058）
シンフォニア岩国
岩国地域農山漁村男女共同参画推
２月27日(木) （山口県岩国市三笠町1丁目1－
進協議会員、関係機関・関係者
1）
２月28日(金)
～３月１日 イオンモール綾川（綾川町） 一般来場者
(日)
JA海部三協事業所（予定）
２月下旬
※希望人数が多い場合は場所を ６次産業化等事業者
変更
海部郡生活グループ協議会会員
３月17日(火) 海陽町海南文化村
海陽町地域子育て支援センターあ
のね利用者
吉塚合同庁舎
福岡県農村女性グループ連絡研究
１月15日(水) （福岡市博多区吉塚本町13会会員
50）

ＨＰアドレス等

愛媛県

家族経営協定締結者
認定農業者
認定新規就農者
後継者クラブ
関係機関

２月17日(月) 高知市「ラ・ヴィータ」

71

美作県民局会議室

主催

四国中央農山漁村ふるさとづくり大
会実行委員会

一次産業女子ネットワーク・さく
県農業大学校、県農林水産研究 らひめ
２月13日(木)
所果樹研究センター
メンバー・ネクストメンバー・サ
ポーター・関係者等

66 労務管理講座inはちきん農業大学

68 山口県生活改善士研修会

一般可

生活研究グループ員
認定農業者、青年農業者
若手女性農業者、農業指導士、農
業委員
等

２月14日(金) 岡山県

70 令和元年度柳井地域農山漁村女性のつどい

★

八西生活研究協議会

山口県
徳島県吉野川農業支援センター
阿波吉野川生活交流グループ協議会
柳井地域農山漁村女性連携会議、山
口県柳井農林水産事務所
岩国地域農山漁村男女共同参画推進
協議会、山口県岩国農林水産事務所
★

香川県

★

JAかいふ牟岐女性部

海部郡生活グループ協議会

福岡県農村女性グループ連絡研究会

76 女性農業者育成研修会

県市町村自治会館
1月17日(金)
（鹿児島市鴨池新町７－４）

女性農業経営士，女性農業経営士
認定候補者，県

鹿児島県農政部経営
県，県農村女性リーダーネットワー
技術課
ク（女性農業経営士組織）
099－286-3148

77 さが農業女子サミットin伊万里

伊万里市民センター
1月27日(月) （佐賀県伊万里市松島町3911）

女性農業者、県農業士、市町、
JA、県関係機関

佐賀県農業士会、伊万里市、佐賀県

78 ぶんごおおのAFFかふぇ

1月28日(火) 豊後大野市中央公民館

女性農林業者、市・県関係者

大分県

令和元年度九州農政局農山漁村男女共同参画推
79
進セミナー

熊本地方合同庁舎
１月31日(金) （熊本市西区春日２丁目10番１ 女性農業者、自治体関係者、公募
号）

80 第６回ながさき女性農業者の集い

L&Lホテルセンリュウ
２月６日(木) （長崎県諫早市永昌東町1329）

認定農業者、農業士、JA女性部、
農業委員、農地利活用推進委員、
関係機関など

81 ふくおか女性農林漁業者の活躍推進大会

博多サンヒルズホテル
２月７日(金) （福岡市博多区吉塚本町1355）

福岡県内の女性農林漁業者他

82 女性農業者研修会

２月13日(木) 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町

女性農業者

木城町産業振興課

★

九州農政局
ながさき農業委員会女性ネットワー
ク
長崎県農業経営改善ネットワーク
一般社団法人長崎県農業会議

★

令和元年度大分県女性農業経営士養成講座
（第５回・閉講式）

２月17日(月) 別府亀の井ホテル

大分県女性農業経営士受講生、県
関係者

大分県

84

令和元年度おおいたAFF女性ネットワーク
女性農業者交流セミナー

２月28日(金) 別府豊泉荘

女性農業者、市・県関係者

大分県

農山漁村の女性組織会員（JA女性
部、生活研究グループ、林業研究
グループ女性部、漁協女性部）市
町村認定農業者連絡会、地域営農
組織、認定新規就農者、農業委
員、農業法人協会員、農業経営同
熊本県庁地下大会議室
友会員、指導農業士、農協青壮年
３月５日(木) （熊本市中央区水前寺６丁目18 部、農業女性アドバイザー、青年
番１号）
農業士、４Hクラブ員、林業研究
グループ員、指導林家、青年林業
士、認定事業体、普及指導協力
員、指導漁業士、青年漁業士、市
町村、農業協同組合、森林組合、
椎茸農業協同組合、漁業協同組
合、県関係者等

86 大崎町かがやけ農業女性大会

３月13日(金) 大崎町中央公民館

女性農業者、県女性農業経営士、
公募

87 沖縄地域女性農業者交流会

２月５日(水) 那覇第２地方合同庁舎２号館

沖縄県内の女性農業者

https://www.maff.g
o.jp/kyusyu/press/
keiei/sien/191220_
20.html

福岡県

83

85 くまもと農山漁村フォーラム2020

沖縄

場所

65 家族コミュニケーション向上研修

69 令和元年度農山漁村女性の日記念行事

九州

期間

令和２年２月１日時点

くまもと農山漁村フォーラム2020実
行委員会（熊本県農山漁村女性組織
連携会議、熊本県認定農業者連絡会
議、一般社団法人熊本県法人協会、
熊もt県農業協同組合中央会、熊本県
森林組合連合会、熊本県漁業協同組
合連合会、熊本県農業会議、熊本
県）

★

大崎町農業女性の会「こすもす」

大崎町役場農林振興
課営農推進係
099-476-1111

沖縄総合事務局

http://www.ogb.go.
jp/nousui

