
プレスリリース 

報道関係各位 

平成 30 年 1 月 26 日 

公益社団法人 日本農業法人協会 
 

「農業の未来をつくる女性活躍経営体 100 選」（WAP 100※1） 

平成 29 年度公募における選定結果について 
 

日本農業法人協会は、「農業の未来をつくる女性活躍経営体 100 選」（“WAP100”）の

最終年となる平成 29 年度公募について（別紙 1）の通り選定しましたのでお知らせしま

す。 

WAP100 は、女性の活躍推進に取組み、経営上の成果をあげている農業経営体を選定・

表彰することにより、農業界における女性活躍をさらに普及・推進します。（平成２9 年度 

農林水産省補助事業「輝く女性農業経営者育成事業」） 

公募は、平成 29 年 6 月 1 日（木）から 8 月 7 日（月）までの期間で行い、全国各地か

らいただいた応募の中から、外部有識者からなる「WAP100 審査委員会」（別紙 2）によ

る厳正な審査を経て、42 経営体※2 を選定しました。平成 27 年から３年間取り組んでき

た WAP100 ですが、今年度の経営体を含め計 102 経営体となりました。 

選定された経営体については、3 月 6 日（火）渋谷区総合文化センター大和田「伝承ホ

ール」で開催する表彰式にて、認定証を授与します。 

また、表彰式にあわせて開催する「農業の未来をつくる女性活躍推進セミナー」（別紙 3）

では、今年度の選定経営体をむかえてパネルディスカッションを行い、さらなる女性活躍推

進を図ります。 

表彰式・セミナーにつきましては、ご多用中とは存じますが、取材申込書（別紙 4）に必

要事項をご記入の上、ご取材くださるようお願いいたします。 

 

★パネルディスカッション出演者★ 

コーディネーター ：青山 浩子 氏（農業ジャーナリスト・WAP100 審査委員） 

パネラー（地域順）：【平成 29 年度 WAP100 選定経営体】 

（株）あずみ野エコファーム 川上 志江 氏（長野県・養豚） 

グリンリーフ（株） 澤浦 彰治 氏（群馬県・工芸作物） 

（株）早和果樹園  秋竹 俊伸 氏（和歌山県・果樹） 

ウーマンメイク（株） 平山 亜美 氏（大分県・施設野菜） 

コメンテーター  ：上村 協子 氏（東京家政学院大学教授・WAP100 審査委員長） 
 

以上 
※1WAP 100（ワップ 100）とは当選定・表彰の愛称です。 

選定・表彰の趣旨である「農業経営（体）における女性の積極的な参画」の英訳「Women's Active Participation in Agricultural 

Management」から名付けました。 

※2 選定経営体の概要は、WAP100 ホームページ（アドレス：http://hojin.or.jp/standard/100/）にて 

近日中に公開致します。 

 

（本件に関するお問い合わせ先） 

公益社団法人日本農業法人協会 http://www.hojin.or.jp 

政策課 岸本・長谷川 TEL：03-6268-9500 FAX：03-3237-6811 



別紙 1 

「農業の未来をつくる女性活躍経営体 100 選」 

平成 29 年度選定経営体 

地域 経営体名 地域 経営体名 

北
海
道

・
東
北 

Ambitious Farm 株式会社 

 （北海道・露地野菜） 

東
海 

株式会社大雅 

 （岐阜県・施設野菜） 

有限会社かさい農産 

 （岩手県・施設野菜） 

生駒牧場 

 （岐阜県・酪農） 

有限会社ドリームズファーム 

 （山形県・稲作） 

株式会社上田商店 

 （三重県・露地野菜） 

関
東 

有限会社アクト農場 

 （茨城県・施設野菜） 近
畿 

株式会社農夢 

 （京都府・施設野菜） 

グリンリーフ株式会社 

 （群馬県・工芸作物） 

株式会社早和果樹園 

 （和歌山県・果樹） 

有限会社さかもと園芸 

 （群馬県・花き） 

中
国

・
四
国 

有限会社安富牧場 

 （岡山県・酪農） 

株式会社関東地区昔がえりの会 

 （埼玉県・露地野菜） 

有限会社平田観光農園 

 （広島県・果樹） 

株式会社しゅん・あぐり 

 （埼玉県・施設野菜） 

農事組合法人ファーム・おだ 

 （広島県・稲作） 

株式会社アグリスリー 

 （千葉県・稲作） 

有限会社梶岡牧場 

 （山口県・肉用牛） 

株式会社高梨農園 

 （神奈川県・露地野菜） 

有限会社グリーンハウス 

 （山口県・施設野菜） 

北
信
越 

株式会社花の米 

 （新潟県・稲作） 

株式会社カネイファーム 

 （徳島県・施設野菜） 

株式会社 Staygold てらだファーム 

 （富山県・稲作） 

九
州

・
沖
縄 

株式会社カラーリングファーム 

 （福岡県・施設野菜） 

企業組合うめっぽ 

 （福井県・果樹） 

有限会社伊万里グリーンファーム 

 （佐賀県・施設野菜） 

しろうま農場 有限会社ティーエム 

 （長野県・稲作） 

株式会社みっちゃん工房 

 （熊本県・施設野菜） 

株式会社あずみ野エコファーム 

 （長野県・養豚） 

株式会社サン・ファーム 

 （熊本県・採卵鶏） 

麓 farm 

 （長野県・花き） 

ウーマンメイク株式会社 

 （大分県・施設野菜） 

東
海 

株式会社 DOI FARM 

 （静岡県・酪農） 

有限会社本川牧場 

 （大分県・酪農） 

有限会社三和畜産 

 （静岡県・養豚） 

アミューズ株式会社 

 （宮崎県・採卵鶏） 

農事組合法人鵜の味 

 （愛知県・施設野菜） 

村商株式会社 

 （鹿児島・肉用牛） 

株式会社寺田農園 

 （岐阜県・施設野菜） 

株式会社アセローラフレッシュ 

 （沖縄県・果樹） 

わさび屋株式会社 

 （岐阜県・工芸作物） 

有限会社伊盛牧場 

 （沖縄県・酪農） 

（42 経営体） 



別紙 2 

「農業の未来をつくる女性活躍経営体 100 選」 

平成 29 年度審査委員会 

 

(敬称略) 

氏名 所属・役職 

委員長 

上村 協子 
東京家政学院大学 教授 

青山 浩子 
農業ジャーナリスト 

公益社団法人日本農業法人協会理事 

鈴木 泰子 
社会保険法人リライアンス代表社員 

全国農業支援ネットワーク理事 

西山 由美子 
にしやまゆみこ税理士事務所 

一般社団法人全国農業経営コンサルタント協会理事 

深沼 光 株式会社日本政策金融公庫総合研究所 主席研究員 

増田 篤 株式会社時事通信社 デジタル農業誌 Agrio 編集長 

藤本 圭子 
株式会社セブン-イレブン・ジャパン 取締役 常務執行役員 

人事本部ダイバーシティ推進部長 

横田 響子 株式会社コラボラボ(女性社長.net 企画運営)代表取締役 

 
 



参加無料

wap100@hojin.or.jp

平成29年度

農業の未来をつくる女性活躍経営体100選（WAP100）

　　　表彰式・セミナーのご案内

平成29年度

農業の未来をつくる女性活躍経営体100選（WAP100）

　　　表彰式・セミナーのご案内

別紙3



別紙 4 

FAX 送信先:日本農業法人協会経営支援課 FAX:03-3237-6811 

wap100@hojin.or.jp 

「農業の未来をつくる女性活躍経営体 100 選（WAP100）」 

表彰式・セミナー 

＜取材申込書＞ 

締切：平成３０年 3 月 2 日（金）12:00 まで 
 

媒体名  

媒体種類  新聞 ・ 雑誌 ・ テレビ ・ ラジオ ・ WEB ・ その他（     ） 

カメラ  スチール ・ ムービー ・ 無 

会社名 

部署名 
 

担当  人数  

住所 
〒 

 

連絡先 TEL:        FAX:       メール: 

掲載 

OA 予定日 
 

会場地図 

【日時】平成３０年 3 月 6 日（火）１３：３０～ 

【会場】渋谷区文化総合センター大和田 

    「伝承ホール」 

    東京都渋谷区桜丘 23-21 

        ※渋谷駅から徒歩 5 分 

 

 

 

 

 
※名刺をお貼りいただいても構いません。 
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