アグリビジネスサミット featuring Women グランドフィナーレ
－ 女性のチカラで、日本を変えるアグリビジネスを創出する －
主催
共催
共催
後援

有限責任監査法人トーマツ
トーマツベンチャーサポート株式会社
農山漁村男女共同参画推進協議会
農林水産省

農業の成長産業化を推進するためには、女性の能力を最大限に活かした新たな農業経営の展開の促進が重要です。
有限責任監査法人トーマツは、農業における女性の力に焦点を当てたセミナーや勉強会をこれまで全国 8 地域で行った成
果を報告する集大成のイベントとして「アグリビジネスサミット featuring Women グランドフィナーレ」を開催いたします。
「アグリビジネスサミット featuring Women グランドフィナーレ」では、先駆的なモデルとなる魅力的な女性リーダーの取組
をわかりやすくご紹介し、アグリビジネスの課題やビジネスチャンスを認識していただく場を提供します。また、女性農業者と
連携する異業種の方々とのネットワーキングを図り、イノベーションが起こりやすい環境づくりを目指しています。
また、毎年 3 月 10 日が「農山漁村女性の日」であることに伴い、3 月第一週を中心にした「農山漁村女性の日」ウィーク
のイベントとして、当日は、農山漁村男女共同参画推進協議会主催の農山漁村女性・シニア活動表彰及び農山漁村男女
共同参画優良活動表彰との合同プログラムとして開催いたします。
＜開催概要＞
開

催

日

2015 年 3 月 4 日（水）

10:00～16:30

（9:30 受付開始）

※午前または午後のみの参加も可能
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場

東京証券会館 8 階 ホール会場 ※第二、第三会館とのお間違えに、ご注意下さい。
東京都中央区日本橋茅場町１丁目 5−8
Tel:03-3667-9210

料
員
者

無料
300 名程度
女性農業者、アグリビジネスのベンチャー企業等の女性経営者、アグリビジネスに関与する女性、
アグリビジネスでの起業に興味のある方や女性活用に興味を持っている方など。
男性の参加も可能です。

申 込 方 法

こちらのサイトからお申込み下さい。http://www.deloitte.com/jp/semi2171

※ アグリビジネスサミットについて
アグリビジネスサミットは、「アグリビジネスの創出と活性化により、日本に新たな活力を」をコンセプトに、農業生産者をはじめ、生産
から消費までに関係する各種のベンチャー企業とともに、現状のアグリビジネスの課題とビジネスチャンスを認識し、農業と他分野の
連携に主眼を置いて、2013 年から開催されているトーマツグループのカンファレンスです。

プ ロ グ ラ ム（予定）
【午前の部】・・・農山漁村男女共同参画推進協議会主催行事
10:00 開会 挨拶
10:10 来賓挨拶
10:20 「農山漁村女性・シニア活動表彰」及び「農山漁村男女共同参画優良活動表彰」授与式
11:10 農林水産大臣賞受賞者 4 名による活動報告
12:00 ～休憩（80 分）～
【午後の部】・・・有限責任監査法人トーマツ 農林水産業ビジネス推進室主催行事
13:20 基調講演
株式会社ベイビー・プラネット たむらようこ氏

「女性農業者が世界を優しく変える 3 つの鍵」
14:00 各地域でのアグリビジネスサミット（セミナー・勉強会）の成果報告
14:20 ～休憩（10 分） ～
14:30 女性リーダーによるパネルディスカッション
「女性の能力を最大限に生かした新たな農業ビジネスモデル」（仮）
・株式会社ホト・アグリ 山田 万祐子氏
・Natural Vegetable 近藤 けいこ氏
・中西アグリグループ 中西 恵子氏
・株式会社テレファーム 遠藤 真理子氏
・農林水産大臣賞（次世代部門）受賞者 1 名
15:55 閉会 挨拶
16:00 名刺交換会
（プログラムは変更になる場合がございます。予めご了承下さい。）

会場アクセス
-東京メトロ 東西線･日比谷線 茅場町駅
8 番出口直結
-東京メトロ 銀座線･東西線、
都営浅草線 日本橋駅 D2 出口 徒歩 5 分
-JR 東京駅 八重洲北口 徒歩 10 分

基調講演
株式会社 ベイビー・プラネット

たむら ようこ

放送作家。
子連れ出勤もできる女性だけの番組制作会社「ベイビー・プラネット社長」。
自らも 7 歳男児の母親。
大ブームとなった“慎吾ママ”などを手がける。
代表番組は『サラメシ』『世界の日本人妻は見た！』『サザエさん』など。
2011 年東日本大震災の津波で、塩害の被害を受けた農地を綿花の力で再生する
「Tatton プロジェクト」を自ら立ち上げるなど農業事業の立案経験もある起業家。
モットーは「母性のチカラで世の中をやさしく変えていく」

パネルディスカッション
株式会社ホト・アグリ

代表取締役

山田 万祐子氏

東京農業大学を卒業後、光と植物の研究を行う浜松ホトニクス株式会社 農業グループに入
社。その後農家の困りごとに応えるため、光産業創成大学院大学に入学し、同年株式会社ホト
アグリを設立。
自らが 400 坪の実験農場で光と植物、光と害虫の研究をし、ベビーリーフの栽培を通年行って
いる。最近では、得られた知見を活かし、害虫防除照明の開発・販売をも行っている。農場で
は子育てママが働きやすい環境を最大限に作り、女性が主役の農業を目指している。

近藤ファーム Ｎａｔｕｒａｌ Vｅｇeｔａｂｌｅ

近藤 けいこ 氏

三重県鈴鹿市伊船町にて、農薬完全不使用にこだわった自然露地野菜を栽培。
カラフル野菜、ミニ野菜など 500 品種を育てる。『健康な体と心は、日々の食べ物から』をモッ
トーに、安心・安全はもちろんのこと、体に良く美味しいお野菜をお届けしたいと、女性ばかり
15 名のスタッフで、こだわりの野菜作りに取り組む。カラフル切干し大根など女性目線の商品
作りで注目を集め、さらに定期的な訪欧によって持ち帰った海外の野菜を提案することで、世
界的に有名なシェフ、都市圏のレストラン、インターネット販売で支持を得ている。
農水省・農業女子プロジェクトメンバー。

中西アグリグループ

中西 恵子 氏

兵庫県宝塚市にて、ファーマーズマーケット中西を経営。
消費者に喜んでいただける農業の実現のため、中西ハウスセンターにてイチゴ、露地トマト・軟
弱野菜を中心に野菜作りをしていたが、長男・次男の独立と三男への事業承継をきっかけに、
自身のステップアップを図るため、中西ハウスセンターで栽培した野菜の直売および加工品の
販売を目的とする、ファーマーズマーケット中西を設立。自分が食べてみたいと思う、季節の野
菜をふんだんに使ったお惣菜や弁当を販売することで、近年注目されている『食育』に取り組ん
でいる。
現在、兵庫県女性農漁業士会 理事

株式会社テレファーム

取締役 遠藤真理子 氏

愛媛県出身。夫婦共に臨床検査技師として農村地域の健診医療に従事。農村地域を元気に
する為には、自分達が新規就農し経験することが大事と、あえて中山間地の耕作放棄地を開
墾し、有機農業を開始する。
現在 7 年目。農業に月額の安定収入をつくり、新規就農者を増やすことと、高齢者でもできる
儲かる農業を実現することが必須と、オーガニック野菜の契約栽培サイト（遠隔農場テレファー
ム）を立ち上げる。
農水省・農業女子プロジェクトメンバー。
その他パネルディスカッション参加者 午前の部「農山漁村男女共同参画優良活動表彰」若手部門受賞者 1 名
＜問い合わせ先＞
有限責任監査法人トーマツ 農林水産業ビジネス推進室
「アグリビジネスサミット featuring Women グランドフィナーレ」事務局
Tel： 03-6213-3580
E-Mail： agri-seminar@tohmatsu.co.jp

担当 ：坂口、森脇

「午前の部・・農山漁村男女共同参画推進協議会主催行事」に関するお問い合わせ先
一般社団法人 農山漁村女性・生活活動支援協会 総務課 担当：村上 Tel：03-5777-5383
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