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新しい需要を生み出せ！
国と企業の連携による 「農業女子プロジェクト」

（１／５）

も当事業を担当されている青年活動促

佐藤室長と共に、発足当初から現在

いるということにもなる。

それだけ未開拓のマーケットが広がって

う事です」
。約

つまり約 万人の農業女子がいるとい

多 くの取 組 は企 業 さ んの協 力 で成 り

進班活動促進係の加藤豊氏も加わり、

一絵室長もその一人だ。なお取材では

立っています」
。

この両名にお話を伺った。

万人！逆に言えば、

「
農業女子プロジェクト Ｐ
(Ｊ 」)は農
林水産省が進めている事業であるが、

「基本的に補助金は使っていません。

70

方法について考えていきたい。

当てながら、国と企業との新しい連携

今回は 「
農業女子ＰＪ」にスポットを

な取組みが進んでいる。一体なぜか？

着実に増えており、商品開発など様々

まったこの事業には参画する企業数が

算が出ないのだ。しかし一昨年から始

約されている。国が進める事業だが予

その大きな特徴の一つはこの言葉に集

せると全農業者の約半数に上ります。

性の人数は多く、専業 ・兼業を合わ

に始まりました。実は農業に関わる女

就農促進にもつなげていくことを目標

の女性農業者の存在感を高め、女性の

中に発信することにより、社会全体で

Ｊは、活躍する女性農業者の姿を世の

藤室長よりご回答いただいた。「
このＰ

まず事業が始まった背景について、佐

由度を持たせるためです。補助金は国

使わない理由は、一つは取り組みに自

企業との連携を考えました。補助金を

パワーを借りることが重要だ』と考え、

くには社会に影響力のある企業さんの

す。彼女は 『
世の中に広く発信してい

向していた某大手広告代理店の女性で

者は、当時、官民交流制度で当省へ
出

佐藤室長は続ける。「このＰＪの発案

の連 携 事 業 を進めているのだろう か。

民の貴重な税金ですから、使途が厳格

に限定されるなど、どうしてもそれを

しまうため、フットワークの軽さや活

使う活動の内容には一定の制約が出て

まった。担当部署は農林水産省 経営

動の柔軟性までも制限される可能性が

ぐらいで見直しや廃止を迎えることが

置され、効果を見ながら概ね２～３年

補助金は基本的には単年度ごとに措

局 就農 ・女性課。当時の課長を筆頭

だいた女性 ・高齢者活動推進室の佐藤

引き継いでいる。この取材に応じていた

替わったが、発案当初の勢いはそのまま

あります。もう一つは、このＰＪを中

月、農業女子ＰＪは始

■ 約 万人の未開拓マーケット

また、専業的に関わる女性は約４割、

しかし、なぜ補助金もなく、企業と

70

に数名でチームが組まれた。その後、

佐藤一絵室長

長期的に継続したいと考えたためです。
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人事異動等のため担当者の多くは入れ

２０１３年
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常に考えています」
。営業努力も実り、

（２／５）

くことができ大変ありがたい』と感謝

国と企業の連携による 「農業女子プロジェクト」
多いのです。補助金の終了と共にプロ

当初は９社が手を挙げた。そして現在

では 社と連携している。大手企業が

されました」
。
■ 営業で企業を開拓

ジェクト自体も終わってしまう、という
ことにはしたくありませんでした」
。補
助金の性質を知っているからこそ、この
考えが生まれたのだろう。

名を連ねているが、具体的にどのよう

な取組を行っているのだろうか。

までも農商工連携や６次産業化などの

いがあるのだろうか。「
もちろん、これ

方がない。営業かけにいくぞ！』とい

らが提案をしているのに待っていても仕

当時の課長もアクティブな方で、『
こち

「
はい。このＰＪの発案者だけでなく、

女性の声を聞かなければできなかった』

クＰＪ」を見てみよう。「
『
この軽トラは

のコラボによる 「
もっと “
私”の軽トラッ

る。まずは、ダイハツ工業株式会社と

ここでは大きく３つの事例を取り上げ

「
営業ですか？」思わず聞き返してし

ように企業との連携は進められてきま

う感じで、チーム全員で営業をしまし

とダイハツさんが喜んでいました」と加

ところで 『企業との連携』という点

した。しかし今回のように、全くの異

た。話を取り付けるためにかなりの数

藤さん。このＰＪで開発された新型ハイ

■ 努力の結晶が想定外の好展開に！

業種との連携はあまり例がありません

の企業に営業をかけましたが、『補助

ゼット （軽トラック）は、全８色から

まった。国の役人が営業とは、なんと

社は、多くは農業 ・食 ・農産物販売

金は付きません。商品開発等にかかる

選べるカラフルな

においては今に始まったことではなく、

に関わる業種であるが、中にはゲーム

経費は貴社のご負担でお願いします』

もイメージが結びつかない。

会社や化粧品メーカーなど農業とは

織ですので当然の判断と言えば当然で

でした」
。確かに、現在連携している

一見関係のない異業種も含まれている。

』と断ら
というと 『いや、それは ･･･
れる企業さんも多くありました。もち

けているところもあり、そこでは常に新

す。このＰＪでは 『その条件でも取組

り嬉 しいのは乗

れている。 何 よ

仕様が取り込ま

ど、女性目線の

した小物入れな

るガラス、 充 実

線 等 をカットす

ボディー、紫外

それはなぜか。「例えばある企業では

ろん企業の多くは営利を目的とした組

何年も前からあったと思うが、何か違

21

新しい市場を開拓するための部署を設
しいマーケットを探しています。そこへ
営

にメリットのある取組をしていくことも

ます。一方で我々としても、企業さん

みたい』という企業さんと連携してい
業女子という新たなユーザーの声を聞

対応をされましたが、
ＰＪに参加し 『
農

業に行ったときは、最初は半信半疑な

21
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たれにクッションを２～３枚入れて運転

性に比べて小柄な女性は、座席や背も

席を動かせない仕様のものが多く、男

り心地の良さだ。「従来の軽トラは座

を紹介したところ 『
良いです！もう手

で同社がその悩みに応えるシャンプー

一番痛むとの回答がありました。そこ

子を一日中被ったりするために、髪が

ると、農作業中に陽にあたったり、帽

（３／５）

する方が多かった。しかしこの軽トラは

放せません』との声をいただきました。

国と企業の連携による 「農業女子プロジェクト」

座高の高さ等を変えることができるの

なかなか勇気が必要である。ある農場

新たな声を聞き、新たな市場が開発
できたことは、企業にとっても非常に

最後に、株式会社レンタルのニッケン

では、そこの農場主でさえ車で家まで

があった。「
女性に優しいということは、

による 「
女子的トイレ開発ＰＪ」を見

大きなメリットになっていると考えられ

で、女性でも足が届きやすく、運転し
やすくなりました」
。
そして、この女性をターゲットにした

例えば高齢者や小柄な男性にも優しい

てみよう。なお、同社は建設機械を

急にトイレに行きたくなった時に我慢

帰り用を足すほどだった…。そのニーズ

ということで、自然とターゲット層が

中心としたレンタルや自社製品開発を

し過ぎて膀胱炎などの病気になること

ます」
。

広がっていきました。その影響もあり、

行っている会社である。

ンプーだった。「
農業女子のニーズを探

の。それは日焼け止めではなく、シャ

農業女子から一番ニーズが高かったも

コー セー は化 粧 品 メー カー であるが、

業女子 ＢｅａｕｔｙＰＪ」を見てみよう。

次に、株式会社コーセーによる 「農

なんとも嬉しい悲鳴である。

ているとのことです」
。企業としては、

も当初想定の２倍のペースで注文が入っ

も上る１万５千台の注文があり、現在

は言い難いものが多く、使用するには

圧倒的に多い。あったとしても綺麗と

はトイレを設置していないところの方が

は何度か遭遇した経験がある。圃場に

ある筆者も、農作業中のトイレ問題に

る。何を隠そう、農業女子と同姓で

ではの悩みがたくさん詰め込まれてい

置するトイレです」
。これには女性なら

一番求められていたものは、圃場に設

「
実は、農業女子の初期メンバーから

れはプロトタイプでフルスペックというこ

かつエアコンもあるというトイレです。こ

トイレを採用し、休憩スペースを備え、

がこのトイレです。臭いが少ないバイオ

た声がありました。そこで完成したの

快適に休憩できる場所がほしい』といっ

物にも行ける』『
夏の暑い時間帯など、

に帰らずそのまま子どもの迎えや買い

外にも、『
着替えスペースがあれば、家

もあります。また、用を足すという以

「
家と農地が離れている場合も多く、

もあったのだ。

は多くの農業女子が抱えている問題で

発売当初の１カ月間には想定の３倍に

この軽トラは、思わぬところにも需要

開発されたトイレ
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実験を重ね、一般販売用のスペックを

現在、様々な農業女子の現場で実証

買えるほどの値段になるそうですが、

ともあり、購入となれば高級外車が

グ費用等も含め、開発にかかる費

交えた商品開発にかかるミーティン

金が使われていない。農業女子も

り返しになるが、このＰＪには補助

ラボ企画が取り組まれている。繰

国と企業の連携による 「農業女子プロジェクト」

追求されているそうです。『
月１～３万

用は全て企業が負担している。

（４／５）

連携企業はこれからも増える見込み

■ 農業女子ＰＪが目指す姿

円ならレンタルできるかも』という声も
あるので、値段も含めて検証していただ
いています」
。
意見を取り入れたトラクタ 「
しろプチ」

だという。ますます活発になる農業女

それだけ多くの女性農業者が加入し

この３つの事例の他にも、農業女子の
（井関農機）や草刈り機 「かる～の」

子ＰＪだが、これらの事業を通してどの

ていることに更に驚きが増したが、これ

が違います。３４４名の、３４４通りの

（丸山製作所）
、ドラム式洗濯乾燥機

ような姿を目指しているのだろうか。

大手百貨店 （三越伊勢丹ＨＤ）や飲

般販売がされているものもある。また、

目は、社会、農業界での女性農業者の

頭と重複する部分もありますが、１つ

「
大きな目標は３つ掲げています。冒

名はこちらから声をかけて集めまし

たのではないのだろうか。「
初期メンバー

だけの人数を集めるには相当苦労され

目標があるのです」
。

（
シャープ）などが開発され、すでに一

食店 （
日本サブウェイ等）では、農業
女子たちが生産した農産加工品とのコ

みんなそれぞれ農業生産における目標

ますが、作目も地域も異なるように、

３４４名もの女性農業者が参加してい

しての大きな目標です。現在ＰＪには

とです。ただ、これはあくまでＰＪと

の職業の選択肢に 『
農業』を加えるこ

発展を促すこと、３つ目は、若い女性

性農業者自らの意識の改革、経営力の

存在価値を高めること、２つ目は、女

思います。それを象徴するように、半

意欲のある女性が集まってくるのだと

れに自らの意思による加入だからこそ、

きない方もいらっしゃると思います。そ

方、多忙で様々な事情があり加入で

という方や、必要性を感じないという

は『
女子だけが集まるような場は嫌い』

う形にしています。女性農業者の中に

たが、その後は公募制で加入してもら

37

推進会議の様子
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ん、家事、育児、親や祖父母の介護

て女性農業者の多くは、農業はもちろ

ローズアップされるようになった。かつ

時代は変わり、昨今は女性の力がク

までも話が尽きないことが多いですね」
。

も参加者は皆さん本当に元気で、いつ

との成果発表会など、どの会において

期に１回開催している推進会議や企業

ることで 『
私もこうなりたい！』と思

ほしい。そういう人がロールモデルにな

プロジェクトを通してスターが生まれて

います」
。それを受け加藤氏は、「
この

して多様性を理解してもらいたいと思

まだ根強いので、このプロジェクトを通

対するステレオタイプが世の中にはまだ

人的な感覚ですが、農業や農業者に

に出てくることを期待しています。個

思ってもらい、様々な取組みが自発的

いかないといけない』と農業界の方々に

い環境をこのプロジェクトを通して作って

こういう動きが他でも増えていくことに

方と一線を画した新しい取組であり、

女子プロジェクトは今までの行政のやり

いう点からも、補助金を使わない農業

かなければならないと思います。そう

いるので、農政の仕事も当然変わってい

ありますが、世の中は大きく変わって

農業を良くしていくというミッションが

補助金を適切に使っていただいて、日本

としての仕事は、法律を適切に執行し、

交換することを重視しています。行政

限り現場を回ったり直接農業者と意見

策につなげよう』と言う精神で可能な

（５／５）

など家にまつわる仕事を一手に引き受

う若い女性が加速的に増えていくので

なるかもしれませんね」
。

国と企業の連携による 「農業女子プロジェクト」

ける立場にあったが、多くの場合、農

はないかと思っています」と期待を大き

■ 変わりゆく時代に合わせた動きを

業 ・農村での女性たちの社会的地位は

くした。

農業女子ＰＪはこの 月で３年目に

低かった。その点については随分と改善

いない。逆に言えば、経営体として確

きたが、現在でも ％しか締結されて

にした 「
家族経営協定」が薦められて

は労働面や給与面等の可視化を目的

営体は別だが、家族農業経営において

けないので、もっと外に向かっていくこ

『
応援したい』と思っていただかないとい

です。力を借りるためには他産業から

産業と連携していくことはすごく重要

らもう終わりました。だからこそ、他

て農業が発展する時代は、残念なが

めくくった。「
農業界の中だけを見てい

だろうか。

農業女子の熱さに触れてみてはいかが

まずは情報を確認し、直接足を運び、

適宜フェイスブック等で発信されている。

のような誰でも参加できるイベントは

タ食堂で行われる 「
農業女子ＷＥＥＫ」

いる。本日から９月５日まで丸の内タニ

周年記念イベントの開催が予定されて

入る。これに併せて、 月下旬には２

立されていない家族農業経営体は ％

とが必要だと思います。現在、農林水

最後に、佐藤室長と加藤氏はこう締

そうした状況を踏まえ、佐藤室長は

にも上るということだ。

（
文責：
福本）

産省経営局では 『
現場の声を聞いて施

されたように感じる。一方で、法人経
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こう話す。「
『女性も男性も働きやす

83
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