
農林水産業及び農山漁村の活性化のための女性の活躍推進について

農林水産事務次官依命通知

制定 平成24年４月20日 23経営第3691号

改正 平成25年５月16日 25経営第 359号

改正 平成26年４月１日 25経営第3729号

改正 平成27年４月９日 26経営第2966号

改正 平成28年４月１日 27経営第3269号

改正 平成29年３月28日 28経営第3127号

改正 平成30年３月30日 29経営第3536号

改正 平成31年３月28日 30経営第2930号

第１ 趣旨

女性は、農山漁村の振興、農林漁業経営等の発展や６次産業化の展開に重要な

役割を担っており、農林水産業や農山漁村の活性化を図るためには、女性農林漁

業者が一層活躍できる環境整備を進めることが必要不可欠である。

このため、農林水産省が実施する各般の施策においては、女性農林漁業者等に

よる補助事業の活用の促進など、女性が十分に能力を発揮するために必要な措置

を講ずることとする。

第２ 基本方針

各般の事業等においては、以下の方針に基づき、女性の取組を支援するものと

する。

１ 企画・ 立案段階からの女性の参画促進

地域における農林水産業に関する方針決定の過程において、積極的に女性の

意見を反映させるためには、企画・ 立案段階からの女性の参画が重要であるこ

とから、方針決定に係る検討の場への女性の参画を義務化する等の措置を講ず

る。

２ 農林水産業や６次産業化の取組等で活躍する女性への支援

農林水産業や６次産業化の取組等における女性の活躍を一層促進し、これを

発展させることが重要であることから、女性経営者相互のネットワーク等を通

じ、各般の事業に関する情報や女性の能力を積極的に活用した取組事例に関す

（別紙４）



る情報の提供を行うことなどにより女性が積極的に事業に応募・ 採択されるよ

う支援し、女性農林漁業者等による補助事業の活用を促進する。

３ 女性経営者等の発展支援

農山漁村で活躍する女性経営者が飛躍的に発展し、地域の核となる人材とな

ることが重要である。このため、農業分野においては、農業地域リーダーとな

りうる女性農業経営者の育成、農業経営体における女性農業者が働きやすい環

境の整備等に対する支援を講ずる。また、林業分野においては、次世代リーダ

ーとなりうる女性の育成、女性の先進的取組の発信等に対する支援を講ずると

ともに、漁業分野においては、女性の経営能力向上や女性が中心となって取り

組む加工品の開発・ 販売等の実践的な取組を支援するとともに、優良事例の成

果報告会の開催等に対する支援を講ずる。

４ 指導的地位への女性の登用促進

第４次男女共同参画基本計画（ 平成27年12月閣議決定） を踏まえ、農山漁村

における女性の政策・ 方針決定過程への参画を促進する。特に、農業協同組合

法等の一部を改正する等の法律（ 平成27年法律第63号） による改正後の農業委

員会等に関する法律及び農業協同組合法（ 平成28年４月１日施行） において、

農業委員会の委員や農業協同組合の役員について、年齢及び性別に著しい偏り

が生じないよう配慮しなければならない旨の規定が置かれたことを受けて、こ

れらの指導的地位への女性登用に向けた取組をより一層推進する。

第３ 対象とする事業

第２の基本方針に基づき、女性の活躍推進に向けた事業は、別表のとおりとし、

その実施については、同表の要綱等に定めるところによるものとする。なお、対

象となる事業については、毎年度見直すものとする。

附 則（ 平成27年４月９日付け26経営第2966号）

１ この通知は、平成27年４月９日から施行する。

２ 平成26年度までに実施した事業については、なお従前の例により取り扱うも

のとする。

附 則（ 平成28年４月１日付け27経営第3269号）



１ この通知は、平成28年４月１日から施行する。

２ 平成27年度までに実施した事業については、なお従前の例により取り扱うも

のとする。

附 則（ 平成29年３月28日付け28経営第3127号）

１ この通知は、平成29年４月１日から施行する。

２ 平成28年度までに実施した事業については、なお従前の例により取り扱うも

のとする。

附 則（ 平成30年３月30日付け29経営第3536号）

１ この通知は、平成30年４月１日から施行する。

２ 平成29年度までに実施した事業については、なお従前の例により取り扱うも

のとする。

附 則（ 平成31年３月28日付け30経営第2930号）

１ この通知は、平成31年４月１日から施行する。

２ 平成30年度までに実施した事業については、なお従前の例により取り扱うも

のとする。



別表

区分 事業名 事業内容
女性への支援に
向けた取組内容

要綱等

企画・立案
段階からの
女性の参画
促進

人・農地問題解決加速化
支援事業

　人・農地プランを実質
化させるため、地域にお
ける耕作者等の話合いの
活性化に必要なアンケー
トや地図作成等にかかる
取組を支援。

　人・農地プランの作成
に必要な取組事項の検討
と当該プランの決定のた
めに設置する、関係機関
と地域の農業者等による
検討会のメンバーの概ね
３割以上は女性農業者で
構成することを要件化。

人・農地問題解決加速化
支援事業実施要綱（平成
24年2月8日付け23経営第
2955号農林水産事務次官
依命通知）

強い農業・担い手づくり
総合支援交付金

　産地の収益力強化と担
い手の経営発展を推進す
るため、産地・担い手の
発展の状況に応じて、必
要な農業用機械・施設の
導入を農業経営体の規模
に応じ切れ目なく支援。

　女性が主体の取組の場
合に配分ポイントの加算
や農産物加工に必要な施
設整備の要件を緩和。

強い農業・担い手づくり
総合支援交付金実施要綱
（平成31年４月１日付け
30生産第2218号農林水産
事務次官依命通知）

６次産業化の推進 　農林漁業者と多様な事
業者が連携して行う新商
品開発や販路開拓等を支
援。

　女性による取組事例の
情報提供等を通じて、女
性による６次産業化等の
取組を促進。

食料産業・６次産業化交
付金実施要綱（平成30年
3月30日付け29食産第
5353号農林水産事務次官
依命通知）
６次産業化サポート事業
実施要領（平成30年３月
29日付け29食産第5447号
農林水産省食料産業局長
通知）

持続的生産強化対策事業
のうち農作業安全総合対
策推進事業

　農作業事故の防止に向
け、従来の啓発資材の配
布等の取組にとどまらな
い積極的な農業者への普
及啓発活動、都道府県段
階での農作業事故情報の
分析を支援。

　女性等が安全に活躍で
きる環境づくりに向け
て、農業者毎の状況に応
じた安全情報等を積極的
に発信し効果的に農業者
の安全意識を向上させる
取組について支援。

持続的生産強化対策事業
実施要綱（平成31年４月
１日付け30生産第2038号
農林水産事務次官依命通
知）

農山漁村振興交付金 　地域の創意工夫による
活動の計画づくりから農
業者等を含む地域住民の
就業の場の確保、農山漁
村における所得の向上や
雇用の増大に結びつける
取組までを総合的に支
援。

　農山漁村が持つ豊かな
自然や「食」を活用した
地域の活動計画づくりや
実践活動（地元食材を活
用した新商品の開発・販
売等）や地域文化の伝承
等能力発揮や地域住民の
活動促進に必要となる施
設及び付帯施設整備（地
域住民活動支援促進施
設）を支援。

農山漁村振興交付金実施
要綱（平成28年4月1日付
け27農振第2325号農林水
産事務次官依命通知）

中山間地域等直接支払交
付金

　中山間地域等の農業生
産活動を継続できるよ
う、新たな人材の確保や
集落間で連携した活動体
制づくりを後押ししつ
つ、とりわけ条件の厳し
い超急傾斜地の農用地の
保全・活用に関する活動
を支援。

　交付単価の１０割の交
付を受けるための要件の
一つとして、新たに女
性・若者等の参画を得る
ことを位置づけ。

中山間地域等直接支払交
付金実施要領（平成12年
４月１日付け12構改Ｂ第
38号農林水産事務次官依
命通知）

女性の活躍推進に向けた事業

農林水産業
や６次産業
化の取組等
で活躍する
女性への支
援



別表

浜の活力再生・成長促進
交付金のうち水産業強化
支援事業

　「浜の活力再生プラ
ン」に位置づけられた共
同利用施設の整備、水産
業のスマート化の推進等
の取組を支援。

　女性等の活動支援のた
め、子供待機室、調理実
習室、会議室等により構
成される「女性等活動拠
点施設」の整備を支援。

水産関係地方公共団体交
付金等実施要領（平成22
年3月26日付け21水港第
2631号農林水産事務次官
依命通知）

多様な担い手育成事業の
うち女性林業者への情報
提供事業

　林業女性活動の普及啓
発と地域活動・生産活動
の促進を図るため、女性
林業者や女性林業グルー
プ等に対する情報提供を
支援。

　全国各地の女性林業者
等による優良活動事例等
の情報提供を支援。

多様な担い手育成事業実
施要綱（平成28年4月1日
付け27林整研第204-1林
野庁長官通知）

森林・山村多面的機能発
揮対策交付金

　森林の多面的機能の発
揮を図るとともに山村地
域のコミュニティを維
持･活性化させるため、
地域住民等による森林の
保全管理活動等の取組を
支援。

　本事業の活動内容を審
査する地域協議会に女性
が参画することを要件
化。

森林・山村多面的機能発
揮対策実施要綱（平成25
年５月16日25林整森第59
号農林水産事務次官依命
通知）

女性経営者
等の発展支
援

女性が変える未来の農業
推進事業

　地域のリーダーとなり
うる女性農業経営者の育
成及び女性が働きやすい
環境整備の推進を支援。

　農業・農村のコミュニ
ティをまとめるリーダー
シップ能力の向上、コ
ミュニティの価値を高め
るブランディング手法の
習得等を内容とする実践
型研修の実施や女性農業
者が働きやすい環境整備
（人材育成、ワークライ
フバランス、職場・労働
環境整備）に関する経営
者向けセミナーの開催等
を支援。

女性が変える未来の農業
推進事業実施要綱（平成
30年３月30日付け29経営
第3550号農林水産事務次
官依命通知）

多様な担い手育成事業のう
ち全国林業女性交流会の
開催事業

　林業に関わる女性の地
位向上と社会活動への参
画を促進するため、交流会
等の開催を支援。

　女性林業経営者等を対
象にした、全国及びブロッ
ク毎の交流会の開催を支
援。

多様な担い手育成事業実
施要綱（平成28年4月1日
付け27林整研第204-1林野
庁長官通知）

浜の活力再生・成長促進
交付金のうち浜の活力再
生プラン推進等支援事業
のうち漁村女性活躍推進
事業

　漁業や水産業を基幹産
業とする地域の活性化を
進めるため、漁村女性等
が中心となって取り組む
意欲的な実践活動等を支
援。

　漁村地域における女性
の活躍を推進するため、
女性の経営能力向上や女
性が中心となって取り組
む加工品の開発・販売等
の実践的な取組を支援す
るとともに、優良事例の
成果報告会の開催等を支
援。

水産関係民間団体事業実
施要領（平成10年4月8日
付け10水漁第944号農林
水産事務次官依命通知）

農林水産業
や６次産業
化の取組等
で活躍する
女性への支
援


