
 
 

 

 

 

 

 
主催 有限責任監査法人トーマツ 

農林水産業ビジネス推進室 
共催 トーマツベンチャーサポート株式会社 
後援 兵庫県 近畿農政局 

アグリイノベーション大学校 
farm+biz(ファームビズ) 

 

この度、有限責任監査法人トーマツ（農林水産業ビジネス推進室）およびトーマツベンチャーサポート株式会

社は、農業における女性の力に焦点を当てたアグリビジネスサミット（※）を開催いたします。 

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不可欠で

す。「アグリビジネスサミット featuring Women in ひょうご」は、地域の魅力的な女性経営者・リーダーの方々

や女性の能力を活用している経営者を登壇者に迎え、女性ならではの特徴や強みを活かした取組についてご紹介

し、アグリビジネスにおける課題やビジネスチャンスを認識していただく場を提供するとともに、女性リーダー

と次のリーダーとなる方々、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

い環境の一助となることを目指すものです。なお、当サミットは、平成 26年度 農林水産省 輝く女性農業経営者

育成事業の一環で開催しております。 

※ 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、農業と他分野のコラボレーションに主眼を置いて、新たなアグリビジネスを創出・活性化していくことを目的と

して、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。2014年は女性の力に焦点を当て、全国 8地域で

9月～11月にかけて開催します。 

 

開催概要 

■ 開 催 日  2014年 11月 21日 （金） 15：00～18：00 （受付開始 14:30） 

■ 会 場  兵庫県尼崎市 JR尼崎駅 北側連絡デッキ直結 ホテル ホップインアミング 2階 

  オークルームイースト http://www.hopinn.com/ 

■ 参 加 料  無料 

■ 定 員  70名(定員になり次第、締め切らせて頂きます) 

■ 対 象 者  女性農業者、農業分野におけるベンチャー企業等の経営者、アグリビジネスに関与する方、

アグリビジネスでの起業に興味のある方、アグリビジネスや女性活用に興味を持ってい

る方 等 

男性も是非ご参加下さい！  

■ 申 込 方 法  下記のどちらかの方法でお申込み下さい 

 当日相談会にて経営面での相談をご希望の方は、申込み時に相談事項をご記入下さい。 

【WEB サイトからのお申込み】 http://www.tohmatsu.com/semi537  

  本セミナー申込みに際しては、株式会社シャノンのサービスを利用しております。 

ご回答いただく内容は、SSL暗号化通信により内容の保護を図っております。 

【FAX でのお申込み】 申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAX にてお送り下さい。 

 

 

 

アグリビジネスサミット featuring Women in ひょうご 

－ 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 － 

 

http://www.hopinn.com/
http://www.tohmatsu.com/semi537


 
 

プログラム 

※相談会においては、トーマツの公認会計士・コンサルタントが経営面に関するご相談をお受けします。 
（例：事業計画作成、資金調達、ビジネスモデル等） 

※当日はテレビ、新聞等の取材が入る可能性がございますのであらかじめご了承下さい。 

 

お問合せ先 

■内容に関するお問合せ 

トーマツベンチャーサポート株式会社  「アグリビジネスサミット featuring Women in ひょうご」  

担当：川野兵馬（080-3481-6254）または 山﨑裕剛（080-3480-6218） 

E-Mail： agri-seminar@tohmatsu.co.jp  

 

■お申込みに関するお問合せ 

関西セミナー事務局 担当：中嶋愛子 

   TEL：06-4560-6006 / FAX06-4560-6019 

   E-Mail：kansai_seminar_jimukyoku@tohmatsu.co.jp 

 
アクセス 

 

 

 
テーマ スピーカー 

15:00－15:05 開会のご挨拶 トーマツベンチャーサポート株式会社  

15:05－15:30 
基調講演① 
「食べる人の声を聞き、女性の力を加えた農業によ
る成長」 

Natural Vegetable      近藤 けいこ 氏 

15:35－16:10 
基調講演② 
「女性の特徴を生かした、農業経営への参画」 

中西アグリグループ      中西 恵子 氏 

16:10－16:20 ～休憩～  

16:20－17:20 
農業×女性 ディスカッション 
「女性による農業経営の課題と打開策を考える」 

■パネラー 
・Natural Vegetable    近藤 けいこ 氏 
・みわ･ダッシュ村      清水  流美 氏 
・おいしい科学研究家       サリー 氏 
 
■モデレーター 
・中西アグリグループ     中西 恵子 氏 

17:30－18:00 名刺交換会および相談会  

mailto:agri-seminar@tohmatsu.co.jp
mailto:kansai_seminar_jimukyoku@tohmatsu.co.jp


 
 

＜登壇者＞ 

基調講演 
 

 

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。 
 

 

 

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。 

現兵庫県女性農漁業士会 理事 

 

ディスカッション（パネラー） 

 

みわ･ダッシュ村  清水 流美 氏 

 
京都府福知山市三和町にて、完全無農薬・無化学肥料・有機栽培による農業を実践している農場

「みわ・ダッシュ村」の運営に携わっている。 増える一方の耕作放棄農地を解消すべく、取得した

4.5 ヘクタールの耕作放棄農地で農作物の無農薬栽培を行い、過疎化が進む地域の活性化のた

め、自然を舞台に大自然の中にある「リアル」つまり、自然や緑、山、川、いきものなどの「いのち」を

テーマにしたテーマパーク作りに励んでいる。 

自身は元々、ギネス記録申請コンサルタントという新分野を開拓した女性起業家であった。その後、

農業と出会い、課題もあるが、農業の大きな可能性に魅せられ、農業の道に進んだ。最終的には、

アレルギーのない社会を目指す。 

 

おいしい科学研究家  サリー 氏 

 

2011 年、京都大学総長賞を受賞し、京都大学農学部を卒業。2013 年、京都大学大学院農学研究

科修士課程修了。著書に、科学するレシピ本『「おいしい」を科学して、レシピにしました。』（サンマー

ク出版）がある 。 

生き物がつくられる仕組みを学ぶために農学部に入ったところ、「料理がおいしくできる科学の仕組

み」があることに気づき、料理と科学の関係に目覚めた生粋の理系女子。その後、科学する料理研

究家として、料理を誰でも簡単においしく作れる科学について執筆活動やレシピ開発を始める。現

在では、肩書きを「おいしい科学研究家」に変更し、「科学をわかりやすく楽しく、より身近に」「おいし

いを科学する」をテーマに、執筆活動、料理セミナーの開催、講座・記事の監修など活躍の幅を広げ

ている。Ameba ブログの公認ブロガーとして『サリーの「おいしい」を科学する料理塾』も更新中。 
 

 

  

 

 

 

 



 
 

「アグリビジネスサミット featuring Women in ひょうご」 

関西セミナー事務局  担当：中嶋愛子  行  

   TEL：06 – 4560 – 6006 / FAX：06 – 4560 – 6019 

   E-mail：kansai_seminar_jimukyoku@tohmatsu.co.jp 

 

アグリビジネスサミット featuring Women inひょうご 申込書 
以下の項目を記入のうえ、FAX（06-4560-6006）でお申込みください。 

（フリガナ） 

貴社名 

 

 

 

ご 住 所 

ご連絡先 

〒 

 

TEL: FAX: 

相談会において

経営面での相談

をご希望の方

は、相談希望内

容を具体的にご

記入下さい。 

 

参加者お名前① 

（フリガナ） 

お名前 
ご所属 

E-mail お役職 

参加者お名前② 

（フリガナ） 

お名前 
ご所属 

E-mail お役職 

参加者お名前③ 

（フリガナ） 

お名前 
ご所属 

E-mail お役職 

個人情報利用目的 

トーマツグループでは、企業の皆様にとって有益な各種最新情報を適宜提供をさせていただくために、ユーザー登録をしていただいて
おります。ユーザー登録をしていただくと、今後のトーマツグループ主催セミナーへの参加申込やトーマツグループ発行のメールマガジ
ンの購読申込などが簡単に行えるようになります。また、各種の最新情報提供サービスをユーザー登録制によって運営させていただい
ております。本セミナーに申込まれた方のユーザー登録を、お申込情報に基づいて行い、本セミナーの運営及び各種最新情報提供の
ために利用させていただききます。 
 
トーマツグループ各社の個人情報保護の取り組みについては、http://www.tohmatsu.com/privacy/ をご参照ください。 
 
今後、情報提供を停止されたい方は、大変お手数ではございますが、セミナー終了後、セミナー事務局（06-4560-6006）まで 
ご連絡ください。 
 

トーマツグループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファーム

およびそれらの関係会社（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング株式会社、デロイト トーマツ ファイナンシ

ャルアドバイザリー株式会社および税理士法人トーマツを含む）の総称です。トーマツグループは日本で最大級のビジネスプロフェッショ

ナルグループのひとつであり、各社がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を

提供しています。また、国内約 40 都市に約 7,600 名の専門家（公認会計士、税理士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な

日本企業をクライアントとしています。詳細はトーマツグループ Webサイト（www.tohmatsu.com）をご覧ください。 

 

Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“ＤＴＴＬ”）ならび

にそのネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTLおよび各メンバーファーム

はそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。DTTL

およびそのメンバーファームについての詳細は www.tohmatsu.com/deloitte/をご覧ください。 
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