ἩἾἋἼἼὊἋᴾ


إᢊ᧙̞Ӳˮ
Წ ࠰  உ  ଐ
πႩᅈׇඥʴ ଐஜᠾಅඥʴң˟


žᠾಅƷசஹǛƭƘǔࣱڡኺփ˳  ᢠſ
Ტ9#2èᲣ
  ࠰ࡇπѪƴƓƚǔᢠܭኽௐƴƭƍƯ

ଐஜᠾಅඥʴң˟ƸŴžᠾಅƷசஹǛƭƘǔࣱڡኺփ˳  ᢠſᲢß9#2àᲣ
  ࠰ࡇπѪǁƷࣖѪǛӖƚƯӈദƳݙ௹ǛᘍƬƨኽௐŴᲢКኡ ᲣƷᡫǓᢠܭƠǇƠƨ
ƷưƓჷǒƤƠǇƢŵ
9#2 ƸŴࣱڡƷਖ਼ᡶƴӕኵǈŴኺփɥƷௐǛƋƛƯƍǔᠾಅኺփ˳Ǜᢠܭȷ
ᘙࢧƢǔƜƱƴǑǓŴᠾಅမƴƓƚǔࣱڡǛƞǒƴ୍ӏȷਖ਼ᡶƠǇƢŵᲢᲬ ࠰ࡇ
ᠾ൦ငႾᙀяʙಅž᠗ƘࣱڡᠾಅኺփᎍᏋʙಅſ
Უ
πѪƸŴ  ࠰  உ  ଐᲢஙᲣƔǒ  உ  ଐᲢᲣǇưƷ᧓ưᘍƍŴμӲ
עǑǓŴಮŷƳᠾಅኺփ˳ƔǒࣖѪƕƋǓǇƠƨŵƜƷɶƔǒŴٳᢿஊᜤᎍƔǒƳǔ
ž9#2 ݙ௹ۀՃ˟ſᲢКኡ ᲣƴǑǔݙ௹ǛኺƯŴ ኺփ˳è ǛᢠܭƠǇƠƨŵ
࢘ң˟ƸŴʻׅᢠܭƞǕƨኺփ˳ǛਔƍƯ  உ  ଐᲢ൦ᲣǑǈƏǓٻထțȸȫưᘍƏ
ᘙࢧࡸưᘙࢧƍƨƠǇƢŵ
ƳƓŴஜʙಅưƸŴμƴࣱڡਖ਼ᡶƷӕኵǈǛ୍ӏƞƤǔƨǊŴᘙࢧࡸƴƋǘƤƯŴ
žᠾಅƷசஹǛƭƘǔࣱڡਖ਼ᡶǻȟȊȸſǛᲢКኡ ᲣƷᡫǓ͵ƠǇƢŵǻȟȊȸư
ƸŴΨμଐஜ܇ڡȐȬȸȜȸȫˊᘙႳთƷ፯൞ǛƓਔƖƠƨؕᛦᜒŴʻ࠰ࡇᛐܭኺ
փ˳ǛᡇƑƯȑȍȫȇǣǹǫȃǷȧȳǛᘍƍǇƢŵ
ŬȑȍȫȇǣǹǫȃǷȧȳЈᎍŬ
ǳȸȇǣȍȸǿȸ Ჴ᩷ ܇ී ޛ൞ᲢᠾಅǸȣȸȊȪǹȈȷ9#2 ݙ௹ۀՃᲣ
ȑȍȩȸᲢ؏עᲣᲴƂ  ࠰ࡇ 9#2 ᢠܭኺփ˳ƃ
ᲢஊᲣ#0'--1 ɥ ፦ ܇൞Ტౕ᩷ჄȷௐᲣ
ᲢఇᲣȉȭȃȗ
ɤි ዩ̀ ൞  Ტᒠ؉ჄȷᚨᓔᲣ
ᲢஊᲣݱȕǡȸȠ ݱ Ѩࢠ ൞  ᲢɤჄȷᝊᲣ
ᲢஊᲣʁ̬ဋᠾ טʁ̬ဋ Ⴧᡢ ൞ᲢᅦޢჄȷᚨᓔᲣ
ǳȡȳȆȸǿȸ  Ჴɥ ң ܇൞Ტிʮܼܖᨈܖٻȷ9#2 ݙ௹ۀՃᧈᲣ


ˌɥ
è9#2Ტȯȃȗ ᲣƱƸ࢘ᢠܭȷᘙࢧƷग़ᆅưƢŵ
ᢠܭȷᘙࢧƷឯଓưƋǔžᠾಅኺփᲢ˳ᲣƴƓƚǔࣱڡƷᆢಊႎƳӋဒſƷᒍᚪž9QOGP U #EVKXG
2CTVKEKRCVKQPKP#ITKEWNVWTCN/CPCIGOGPVſƔǒӸ˄ƚǇƠƨŵ
è ᢠܭኺփ˳ƷಒᙲƸŴ9#2 țȸȠȚȸǸᲢǢȉȬǹᲴJVVRJQLKPQTLRUVCPFCTFᲣƴƯ
ᡈଐɶƴπᐲƠǇƢŵ




㸦ᮏ௳㛵ࡍࡿ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸧
බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏ㎰ᴗἲே༠ KWWSZZZKRMLQRUMS
ᨻ⟇ㄢ ᓊᮏ࣭㛗㇂ᕝ7(/㸸 )$;㸸

別紙 1

「農業の未来をつくる女性活躍経営体 100 選」
平成 28 年度選定経営体
地域

経営体名
有限会社十勝しんむら牧場
（北海道・酪農）
有限会社大塚ファーム
（北海道・露地野菜）

北
海
道
・
東
北

地域

東
海

株式会社ふるさとファーム
（北海道・施設野菜）
有限会社 ANEKKO
（青森県・果樹）

株式会社ドロップ
（茨城県・施設野菜）

関
東

北
信
越

東
海

有限会社田園
（三重県・稲作）
特定非営利活動法人あぐりの杜
（三重県・施設野菜）
株式会社横江ファーム
（滋賀県・露地野菜）

近
畿

株式会社はなやか
（宮城県・稲作）
株式会 社やま がたさ くら ん ぼファ ー ム
（山形県・果樹）

経営体名

株式会社博農
（兵庫県・露地野菜）
株式会社農業公園信貴山のどか村
（奈良県・果樹）

中
国
・
四
国

株式会社松永牧場
（島根県・肉用牛）
株式会社 Sun so
（香川県・露地野菜）

有限会社横田農場
（茨城県・稲作）

有限会社久保田農園
（福岡県・施設野菜）

株式会社ゲブラナガトヨ
（茨城県・花き）

農事組合法人モア・ハウス
（福岡県・きのこ）

有限会社農園星ノ環
（群馬県・露地野菜）

有限会社小林きのこ産業
（福岡県・きのこ）

有限会社三共農園
（石川県・果樹）
農事組合法人安曇野北穂高農業生産組合
（長野県・稲作）

九
州
・
沖
縄

農事組合法人中山牧場
（佐賀県・肉用牛）
株式会社百姓屋
（佐賀県・養鶏）

有限会社石川養豚場
（愛知県・養豚）

株式会社赤野農園
（大分県・施設野菜）

有限会社小林ファーム
（三重県・養豚）

鷲頭牧場
（大分県・肉用牛）
(28 経営体)
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別紙３
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OA ணᐃ᪥

࠙᪥ࠚᖹᡂ 29 ᖺ 3 ᭶ 8 ᪥(Ỉ)13:30㹼17:00
㸦ཷ㛤ጞ 13㸸00㸧
࠙ሙࠚࡼࡳ࠺ࡾᡭ⏫࣮࣍ࣝ㸦ᮾி࣭ᡭ⏫㸧
 ᮾி㒔༓௦⏣༊ᡭ⏫ 1㸫7㸫1
㸺ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸼
ͤฟ₇⪅ࡢ㒔ྜࡼࡾࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ๓ᚋࡍࡿሙྜࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

࠙➨ 1 㒊 ⾲ᙲᘧ㸦13:30㹼14:45㸧
ࠚ
ձ㎰ᴗࡢᮍ᮶ࢆࡘࡃࡿዪᛶά㌍⤒Ⴀయ 100 㑅⾲ᙲ
ղグᛕᙳ
ճᑂᰝ⥲ᣓ㸸WAP100 ᑂᰝጤဨ㛗
࠙➨ 2 㒊 ㎰ᴗࡢᮍ᮶ࢆࡘࡃࡿዪᛶά㌍᥎㐍ࢭ࣑ࢼ࣮㸦15:00㹼17:00㸧
ࠚ
ձᇶㄪㅮ₇
ㅮ ᖌ㸸ඖ᪥ᮏዪᏊࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝ┘╩ ┾㘠 ᨻ⩏ ᵝ
ղࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
 ฟ₇⪅㸸ᖹᡂ 28 ᖺᗘ WAP100 ཷ㈹⤒ႠయࠊWAP100 ᑂᰝጤဨ
ͤྡ่ࢆ࠾㈞ࡾ࠸ࡓࡔ࠸࡚ࡶᵓ࠸ࡲࡏࢇࠋ
ͤಶேሗࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡘ࠸࡚
ࡈᥦ౪࠸ࡓࡔ࠸ࡓಶேሗࡣୖグࡢ௳ࡢࡳ⏝ࡋࠊࡢ┠ⓗࡣ⏝࠸ࡓࡋࡲࡏࢇ

