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事業の概要挨拶

■  平成 25 年度 農林水産省新事業創出人材育成事業【九州】
  “なか九州”新事業創出人材育成事業
農林水産省より委託を受け、宮崎大学が実施主体となり新事業創出人材育成事業を実施しました。
主な特色は以下の３点です。

1）新事業創出人材育成講座（宮崎大学主催）
 “なか九州”新事業創出人材育成講座
2）地域セミナー
　　熊本地区（熊本大学業務委託）
 “なか九州”人材育成セミナー in 人吉
 “なか九州”人材育成セミナー in みなまた
　　宮崎地区（宮崎大学主催）
 “なか九州”人材育成セミナー in 日向

● 熊本大学と連携し、“なか九州”６次産業人材育成ネットワークの構築を図りながら実施

● 農商工分野で特徴的な取り組みを行っている宮崎・熊本両県が連携することで、これまでにな
い新たな発想で事業展開できる人材を育成

●  三菱総合研究所を通じて、食の６次産業化プロデューサー（食Pro.）キャリア段位制度※と
連携し、全国区で活躍できる人材を育成

右記の２種類の
講座・セミナーを
開講しました。

全国ネットワーク
食の 6 次産業化プロデューサー

キャリア段位制度

人吉地区
 “なか九州”人材育成
セミナー in 人吉

水俣地区
 “なか九州”人材育成
セミナー in みなまた

日向地区
 “なか九州”人材育成
セミナー in 日向宮崎大学

熊本大学 三菱総合研究所

■  ご挨拶

“なか九州”新事業創出人材育成事業について

　本事業は、平成 25 年度農林水産省新事業創出人材育成事業（九州ブロッ
ク）の委託事業として、昨年の「みやざき新事業創出人材育成講座」に引き
続き行われたものですが、実施体制を宮崎大学、同産学・地域連携センター
および国立大学法人熊本大学と連携することで、講座名を改めて「“なか九
州”新事業創出人材育成講座」として始めました。

　本講座は、平成 25 年 10 月 1日から平成 26 年 2 月 1日まで、受講生の
大半が社会人であることから週 2 回の夜学での 4 ヶ月間で計 4 科目の講義
を実施しました。また、この講座とは別に、宮崎県および熊本県内において
計 3 回のセミナーを開講し、新事業創出の重要性についての啓発事業を行
いました。

　この講座の受講生は、日中の仕事の疲れをものともせず、多様な講師陣の
授業を熱心に聴いており、また、最終科目である「新事業創出実践論」で
は各々がビジネスプランを発表するなど、その講義内容は多岐にわたりまし
た。その間、延べ 36 名が受講し、最終的には 22 名の受講生が修了証書
を手にすることができました。

　受講生の多くは、ビジネスプランの発表会を終えて、改めて本事業の内
容を十分に理解したようで、その後の意見交換会では各々のビジネスプラン
を話題にして盛り上がっておりました。本事業の成功および人材育成講座の
発展は、ビジネスプランの発表会の進展にあるものと言っても過言ではあり
ません。宮崎大学産学・地域連携センターでは、これらのビジネスプランが
実現できるように受講生へ支援することも考えております。すなわち、本事
業は 6 次産業化におけるシーズ発掘の一翼を担っているものに違いありませ
ん。先般、昨年の「みやざき新事業創出人材育成講座」が一般社団法人食
農共創プロデューサーズから「食の６次産業化プロデューサー」の「レベル３（事
業主・法人スタッフ）」のプログラム認証を取得することができました。この
ことにより、昨年の全科目修了生 12 名は「食プロ・レベル３」を取得するこ
とができ、宮崎県における 6 次産業化の発展に益々貢献できるものと期待
しております。

　最後になりますが、本事業の遂行にあたりまして、宮崎大学農学部の先生
方や講義を担当された講師の方々、また、セミナー等で訪問させていただき
ました関係各機関・市町村の皆様方には多大なご支援とご協力を賜りました
こと、この場をお借りして厚くお礼を申し上げます。

プロジェクトリーダー
（宮崎大学農学部 教授）

明石 良

※プログラム認証申請予定
（平成 24 年度に宮崎大学にて同様に実施したプログラムはレベル1、レベル2
［事業主･法人スタッフ］、レベル3［事業主･法人スタッフ］の認証済み）
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事業の概要

■  実施体制 ■  事業の実施（スケジュール）

■  農林水産省 新事業創出人材育成事業について

本事業は、以下の実施体制で進めました。

　我が国の農林水産業や農山漁村に活力をもたらすためには、農林水産業及び農山漁村に由来する資源を効率的か
つ最大限に活用することにより、新たな付加価値を創造し、雇用の確保・所得向上を図る「農山漁村の 6 次産業化」
を進める必要があります。そのためには、新旧の技術やノウハウ等の知的財産を核に、様々な産業において、農林
水産物・副産物の画期的な活用方法の創造や未利用資源を活用した新たなビジネスモデルの構築といった新事業の
創出を促進することが重要です。本事業では、このような新事業の創出を担う人材を育成するための教材（人材育
成プログラム）を開発し、全国において同プログラムを活用した人材育成と同プログラムの普及を行っています。
 （農林水産省ホームページより）

熊本大学

再委託業務担当者 兼 検討委員会メンバー

政策創造研究教育センター

田中 尚人

三菱総合研究所

再委託業務担当者 兼 検討委員会メンバー

先進ビジネス推進本部 食農事業グループ

池田 佳代子

農林水産省 食料産業局

【九州・沖縄】 事業実施主体 宮崎大学

株式会社 三菱総合研究所
（一部講義の講師・スキル到達度の評価検証）

委託

連携・協力

支援

一部業務の再委託

（熊本地域における本プログラムの普及促進業務）

国立大学法人 熊本大学

九州農政局

宮崎県農業試験場

くまもと県南フードバレー
推進協議会

一部業務の再委託

連携・協力

宮崎大学

業務責任者

農学部 教授 明石 良

産学・地域連携センター 准教授 新城 裕司（副）

地域連携窓口

産学・地域連携センター

産業動物防疫リサーチセンター（CADIC）

検討委員会メンバー（大学）

堀井 洋一郎（副学長）・村上 昇（農学部長）・

山本 直之（農学部）・篠原 久枝（教育文化学部）

コーディネーター

管理・支援業務 （管理部門）

川村 修（宮崎大学名誉教授）

管理部門
経費管理責任者

■「食の６次産業化プロデューサー（食 Pro.）
  キャリア段位制度」について

　生産（１次産業）、加工（２次産業）、流通・販売・サービス（３次産業）
の一体化や連携により、地域の農林水産物を活用した加工品の開発、消費
者への直接販売、レストランの展開など、「食の６次産業化」分野の人材
の育成、キャリア・アップを支援する資格制度です。
 （一般社団法人　食農共創プロデューサーズ　パンフレットより）
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人材育成講座［科目A］

人材育成講座［科目B］

人材育成講座［科目C］

人材育成講座［科目D］

開講式・講演会
事業検討委員会

人材育成セミナー in 人吉

人材育成セミナー in みなまた 事業検討委員会

人材育成セミナー in 日向

成果発表会・閉講式
事業検討委員会

成果報告会


