
0

農業における女性活躍の取組

平成２９年４月２８日

農林水産省
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女性の経営参画と経営状況
〇 女性の比率が向上している経営、女性の役員・管理職がいる経営は、
そうでない経営と比べて収益性が向上する傾向
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（１）経営における女性の割合の変化別 経常利益増加率
（直近３年間）

（２）女性の経営への関与別 経常利益増加率
（直近３年間）

経常利益増加率
１３９．２％

経常利益増加率
９１．９％

４７．３ポイントの差

経常利益増加率
５５．２％

７１．４ポイントの差

経常利益増加率
１２６．６％

（備考）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。

女性が活躍している経営体の事例
（セブンフーズ(株)（熊本県・養豚））

 女性社長のリーダーシップで男女と
もに快適な労働環境を整備。

 女性ならではの細やかな飼育管理
で、豚の生産成績向上

 出産・育児等を契機とした離職防止
のためWLB制度の導入

 休憩室、シャワー室、屋内外のトイ
レ設置など環境整備



「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
中で培った知恵やアイデアを様々な企業の技術やノウハウと結びつけ、新たな商品
を開発し、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。

① 日本社会における女性農業者の存在感を高める
② 女性農業者自らの意識改革、経営力の発展を促す
③ 若い女性の職業の選択肢に「農業」を加える！

『農業女子』の存在感を高める、企業連携によるビジネス発展、生産物の高付加価値化

広 く 社 会 に 発 信

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DATA

（平成２９年４月現在）
○農業女子メンバー

：５８９名
○参画企業：２８企業

○教育機関：２校

女性農業者に対する支援
（１）農業女子プロジェクトの推進

２



農業女子プロジェクト参画企業等（H29.4月現在）

第
４
期
参
画

(株)ＮＴＴドコモ

NTTドコモもっと↑↑
モバイル生活ＰＪ

城北信用金庫

「作る」から「創る」へ！
ビジネス＆ライフ応援ＰＪ

(株)ワコール

すごい下着発明部
農学科 ＰＪ

フマキラー(株)

農業女子の不満を解決！
農業女子的商品開発ＰＪ

井関農機(株)

夢ある“農業女子”
応援ＰＪ

(株)エイチ・アイ・エス

全国の農業体験
アクティビティ応援ＰＪ

(株)ＮＨＫ出版

(株)コーセー

農業女子Ｂｅａｕｔｙ
Vol.2  ＰＪ

(株)サカタのタネ

農業女子から始まる！
ﾊｯﾋﾟｰﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙでﾊｯﾋﾟｰ農業ＰＪ

シャープ(株)

ワンランク上の農業女子
ライフを提供する家電ＰＪ

(株)タニタ

日本を健康に！一汁三菜
の定食で元気を発信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

(株)東急ハンズ

農業女子的
ワークショップ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)東和コーポレーション

手袋でサポート！
楽しく農業ＰＪ

(株)ナムコ

『農業×エンター
テイメント』創出ＰＪ

日本サブウェイ(株)

“LIVE FRESH” “～いきいき

とした農業女子を応援～ＰＪ

(株)パソナ農援隊 (株)丸山製作所

女性が求める
『雑草対策』応援ＰＪ

(株)三越伊勢丹HD

想いを‘伝えたい・
学びたい・届けたい‘ＰＪ

(株)モンベル

フィールドウエア
開発ＰＪ

リーガロイヤルホテル
東京

(株)レンタルのニッケン

農業女子的
トイレ開発ＰＪ

(株)ローソン

おいしい＆生産者の顔が
見えるムーブメント創出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

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

蒲田女子高等学校

農業からはばたけ！
チャレンジ＆応援ＰＪ

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

＜チーム“はぐくみ”＞

未来の農業女子＆新たな
農業での働き方提案ＰＪ

３



「農業女子プロジェクト」活動の拡大、発展

・ 農業女子プロジェクトに参加し、梅加工品の
商品開発に取り組んだことが自信となり、地元
の大学と連携した商品開発や、輸出にも挑戦。

・ 農業女子15名が香港の大手百貨店の販売会
に出店（平成29年１月）。

○ プロジェクト参加をきっかけに、農業女子自身が活躍の場を
拡大。

・ 野菜ソムリエとして地元の小学校の食育授業
に講師として参加。

○ 国の農業女子プロジェクトの動きに呼応し、県庁が地域の女
性農業者の活動を支援している事例

○ 地域の女性農業者が独自に国の農業女子
プロジェクトのスピンアウトと位置づけら
れている事例

○ 地域の女性農業者が独自に立ち上げた
事例

• ふくしま農業女子ネットワーク（福島県）
• とちぎ農業女子プロジェクトびぃなす（栃木県）
• 千葉県女性農業者ネットワーク（千葉県）
• NAGANO農業女子（長野県）
• 石川なないろ～I☆M☆J～（石川県）
• 愛媛第一次産業女子ネットワークさくらひめ（愛媛県）
• 福岡県Agrady（福岡県）
• Hinataあぐりんぬ（宮崎県）

• おかやま農業女子（岡山県）
• さが農業女子カチカチ農楽が～る（佐賀県）

• LINKS（北海道）
• Stron-gyu（別海町）

※香港の大手百貨店の販売会へ出店

４
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家族経営協定締結農家数

資料：農林水産省「家族経営協定に関する実態調査」
注１．各年とも３月31日現在。
注２．東日本大震災の影響により、平成23年の宮城県及び福島県の一部自治体の締結家

数については、平成22年３月31日現在のデータを引用。

農家数（千戸） 294

家族経営協定の
締結農家数（戸）

56,397

農家に占める
締結農家の割合（％）

19.2%

資料：農林水産省「2015年農林業センサス」
注：農家数は主業農家数。なお、主業農家とは農業収入

が農外収入より多く、かつ65歳未満の農業従事60日
以上の者がいる農家

取決め内容 割合

農業経営の方針決定 88.6%

労働時間・休日 86.2%

農業面の役割分担（作業分担、簿記記帳等） 80.0%

労働報酬（日給・月給） 71.2%

収益の配分 61.2%

経営移譲（継承を含む） 50.9%

女性農業者に対する支援
（２）家族経営協定の締結の推進

５



女性農業者に対する支援

①次世代リーダー＝将来の地域農業をリード
する役割を担う者
を目指す女性農業者向け実践型研修

②女性の活躍推進に取り組む優良農業
法人・農業経営体の認定・表彰、
セミナーの開催

・女性活躍に向けて先進的な取組（就業
規則、研修、環境整備等）を実践して
いる農業経営体を認定・表彰

・セミナー等を通じ、活躍する農業経営体
の取組を紹介し、同様の取組を普及

（平成26～28年度 約80名が修了）

（平成27、28年度 60経営体を認定）

（３）輝く女性農業経営者育成事業 29年度予算額 100百万円

※座学・実践を通じ、
10年後の「自農園の経営」を考え抜く

※BtoCの実践（マルシェでの消
費者販売）

※BtoBの実践 （国内最大級の
食品展示会Foodexに出展） ※平成28年度 WAP100 表彰式 ６

http://hojin.or.jp/standard/100/
http://hojin.or.jp/standard/100/
http://www.jma.or.jp/kagayaku-nj/news/report/images/photo045_03.jpg
http://www.jma.or.jp/kagayaku-nj/news/report/images/photo045_03.jpg
http://www.jma.or.jp/kagayaku-nj/news/report/images/photo044_00.jpg
http://www.jma.or.jp/kagayaku-nj/news/report/images/photo044_00.jpg
http://www.jma.or.jp/kagayaku-nj/news/report/images/photo041_01.jpg
http://www.jma.or.jp/kagayaku-nj/news/report/images/photo041_01.jpg


成果目標（平成32年度） 平成25年 平成28年

農業委員に占める女性の割合
農業委員に占める女性の
割合：10％（早期）、更に
30％を目指す

6.3％ 8.1％

女性委員が登用されてい
ない組織数：０

644 488

農業協同組合の役員に占める女性の割
合

役員に占める女性の割合
を：10％（早期）、更に15％
を目指す

6.1％ 7.5％

女性役員が登用されてい
ない組織数：０

213 122

家族経営協定の締結数
70,000件

（平成32年度）
54,190件 56,397件

第4次男女共同参画基本計画目標の進捗

【資料】農林水産省調べ、JA全中調べ

地域農業の次世代リーダーの育成
女性が働きやすい環境整備 を引き続き進める必要

農業委員、農協役員の女性割合は増加傾向にあるものの、
第４次計画の成果目標の達成に向け、

７

農業委員会法／農業協同組合法の改正（28年４月施行）
農業委員会法：市町村長は、委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない
農業協同組合法：農業協同組合は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない
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