


日本農業の活性化と地域の振興 
 

水田農業を基幹産業として発展してきた日本農業は、米の生産過剰で生産調整を余儀な

くされ、昭和 47 年以来、減反政策がとられている。その結果、耕作地の著しい減少と耕作

放棄地の増大が、地域の活力を低下させ、社会問題化している。特に地形的小規模で作業

能率が上がらない中山間地は、限界集落（後に水源の里と修正）が増大している。この様

な地域では若者が都会に流出し、著しい高齢化、後継者不足が生じている。加えて、稲作

農家の時給は日本共産党の調べでは、2007 年度で 179 円（2008 年 9 月 18 日(木)「しんぶ

ん赤旗」）、また、CIA Inc. /The Brand Architect Group の 2007 年度の調査でも 197 円で

ある。（http://www.cia-online.com/blog/entry/449.html ）、さらに、農水省統計情報部

が 2006 年度に行った調査でも 256 円という低賃金である。この値は全国の地域別最低賃金

の全国加重平均額 713 円（(2009年 10月 30日現在)の 1/3以下であり、我が国稲作農業が、

極めて劣悪な状況に置かれていることは誰しもが認めるところである。一方、このような

実態が関連し、輸入食飼料が激増し、我が国カロリーベースでの自給率は 40％と先進国で

は最も低い値である。輸入食飼料の増加、逆に畜産廃棄物や都市汚泥の増加という社会問

題をおこし、循環型農業、環境保全型農業、有機農業の振興が叫ばれてきた。 

これらの問題を根本的に解決することは極めて困難であるが、農業のもつ多面的機能を

消費者に理解してもらうと共に、農業者自身がビジネスとしての農業を展開する必要があ

る。工業は一定の資材を工場に持ち込めば、多くの場合、一定の時期に、一定量で、一定

品質な製品が安定して（いわゆる四定）次々と生産される。これに対して、農業では、肥

料や種子、農薬などを圃場に投入しても土壌や気象、共存する生物などの生産環境の違い

によって、収穫時期や収量、品質が一定でなく、その上季節による変動が大きく、多くの

場合、製品は腐食しやすい生ものである。 

このような非効率で、儲けの少ない農家経営を改善すべく、平成 19 年 11 月から農林水

産省と経済産業省が共同で農商工連携事業を展開した。農商工連携とは農林水産業者と商

工業者がそれぞれの有する経営資源を互いに持ち寄り、新商品・新サービスの開発等に取

り組むことであり、「地域の基幹産業である農業（農林水産省所管）と商工業（経済産業省

所管）が有機的に連携し、新たなビジネスを生み出すことで地域経済の活性化につなげる。」

事でもある。しかしながら、このシステムでは原材料（農産物）そのものが低価格なため、

農業者の儲けが少なく、農業者自身の自立には至っていないケースが多い。そこで農水省

は農業者や農業生産団体が主体となって農業を改善する農業の 6次産業化を提唱している。

第６次産業という名称は、農業本来の第一次産業だけでなく、他の第二次・ 第三次産業を

取り込むことから、第一次産業の 1と第二次産業の 2、第三次産業の 3を足し算すると「6」

になることをもじった今村奈良臣氏の造語である。農業者自身が主体となるこの 6 次産業

化事業には、ビジネスに必要なソフト面のみならず、生産施設や加工施設、販売所などの

ハード面にも支援が受けられる特長がある。 

今回実施された「東三河 6 次産業化推進人材育成」事業は、このような背景の下、定員

25 名に対し 42 件の応募、問合せがあり 33 名が受講した。カリキュラムは土曜、日曜日連

続で、朝から晩まで実施され、生産現場実習の他、最後にはビジネスプランを作成すると

いう大変ハードでありました。それにも拘らず、32 名が無事修了することができましたの

は、農林水産省や三菱総合研究所を始め、講師として参加下さいました豊橋技術科学大学

や名古屋大学、地域企業や生産者の皆様方の献身的協力があったものと関係者各位に厚く

御礼申し上げます。   

今後、このプログラムの修了生がネットワークを形成し、東三河の農業の発展や地域

の振興に貢献すると共に、東三河モデルとしてこの事業が全国に普及拡大することを願う

次第です。 

平成 24年 2月 25日 

事業統括者：豊橋技術科学大学先端農業バイオリサーチセンター特任教授：三枝正彦 

http://www.cia-online/
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事業内容 

 

１.【事業の名称】 

農林水産省平成２４年度新事業創出人材育成委託事業  「東三河地域の６次産業化推進人材育成」 

 

２.【機関名】 

国立大学法人豊橋技術科学大学 

 

３.【事業の目的】 

本事業は、新事業の創出を担う人材（以下「イノベーション人材」という）を育成すること及びそ

の手段を普及することが目的である。 

① 農業６次産業化関連ビジネスの「あるべき姿」を設計できる人材の育成支援を行う。 

② サプライチェーン全体を垂直統合して、全体最適システムを設計できる人材の育成支

援を行う。 

ニーズ起点の戦略商品を設計できる人材の育成支援を行う 

 

４.【事業の概要】 

本事業では、東三河地域における産業クラスター及び大学、TLO を拠点とする農業関係者養成事業と連携

をとり、６次産業化をコーディネートするイノベーション人材の育成により、ニューアグリビジネスを展開する多様

な農業の創出を目指し開講した。学習内容は、①農業の現状及び１次・２次・３次など農業を取り巻く関連産業

の概要把握、②６次産業化に必須となる経営学やマーケティング論など、関連するサプライチェーン全体の最

適化に必要な管理手法、③新事業進出の意思決定の基となるビジネスプラン作成に向け、より実践的なケー

スメソッドによる学習、④新事業創出の手立てとなるビジネスプラン作成のための学習、などを盛り込んだ。 

カリキュラムは、平成２２～２３年度に農林水産省が開発した新事業創出人材育成プログラムをベースに、本

学が行う「東三河 IT食農先導士養成拠点事業」及び経済産業省の委託事業「産学人材育成パートナーシップ

事業」で作成したテキストや DVD 教材を活用して、改良、追加し、講義研修、実地研修を行った。教育方法は、

基礎編と実践編を基本構成とし、講義研修（技術、手法）だけでなく、園芸農業の 6 次産業化に関係する実地

研修（先進企業の視察、実習）、ロールプレイング研修（グループワーク、意見交換、ビジネスプラン作成）を取

り入れた段階学習とした。また、受講後のアンケート調査や各科目の理解度を評価するレポート提出を義務付

け、理解度チェックを行うと同時に、ビジネスプラン作成におけるフォローやサポート、各自が抱える課題解決

に対するフォローに役立てた。 

さらに研修修了後においては、作成したビジネスプランの進捗確認とネックとなる課題の技術相談対応などを

目的に、フォローアップ研修を実施し受講者をサポートする。 

 

5.【事業の目標】 

農業者や農業分野へ新規参入を検討している企業関係者、及び地方公共団体関係者等が、本事業のカリ

キュラムを履修することにより、農商工のスキルを融合して６次産業化関連ビジネスなどの「あるべき姿」を設計

し、その実施に向けての意思決定ができることである。具体的には、①農業者の加工・販売への取り組み、②

地域に由来する資源の活用促進、③国内市場への販路開拓、④海外市場販路開拓など、実行に必要な事業

計画が作成できなくてはならない。本事業では、受講修了者が自身の所属する企業課題に基づいてビジネス

プランを作成できるレベルを到達点とし、目標として設定した。 

 



 

6.【地域の連携体制】 

（１）協力機関との連携体制 

  本事業は、豊橋技術科学大学が中心となり、・受講生募集、講師派遣支援、見学先との交渉、ビジネスプラン

のサポートを担当する㈱豊橋キャンパスイノベーション（学内ＴＬＯ機関）及び講師派遣、過年度実績を踏まえた

知見・ノウハウの提供、普及促進の支援を担当する株式会社三菱総合研究所の協力の下に行った。 

（２）地元自治体との連携体制、地元企業等からの協力体制 

  受講生の募集などでは愛知県と地域 5自治体（豊橋市、豊川市、田原市、新城市、蒲郡市）と連携した。 また

豊橋技術科学大学先端農業・バイオリサーチセンターは、愛知県はもとより、地域 5 自治体や５信用金庫、５JA、

地域 150 余の企業と強い連携体制を構築しており、また農業者を中心とする「東三河ＩＴ食農先導士」修了生など

からなる 100 人余のネットワークをもっており、本人材育成を実施する上で充分な協力体制が組まれた。 

  実地研修・見学の場の提供を担当する有限会社ジャパンフラワードリーム（花卉栽培、販売企業）、素材にこ

だわりを持ち、ニーズ起点の商品開発で多店舗販売を展開し静岡県浜松市を拠点とする惣菜の製造・販売企業

である株式会社知久（食品加工、流通、販売企業）をはじめ地元企業からの協力体制も得られた。 

地域の金融機関（信用金庫）である豊橋、岡崎、浜松、豊川、蒲郡の各信用金庫とは、日頃、事業実施機関、

先端農業バイオリサーチセンターに資金的援助と情報交換をしており各窓口でのパンフレットの配布などを通じ

て受講者募集などの面で協力が得られた。 

豊橋、岡崎、浜松、豊川、蒲郡の各商工会議所とは、日頃、事業協力機関、豊橋キャンパスイノベーションと産学

連携事業において情報交換されており、本研修事業においても受講者募集などの面で協力が得られた。 

 

7.【事業の推進体制】 

豊橋技術科学大学榊佳之学長の強いリーダーシップのもと、先端農業・バイオリサーチセンターが中核とな

って、企画広報委員会（委員長：菊池洋副学長、センター長）を設置し、関連機関、愛知県や地域自治体、ＪＡ，

信用金庫、地元企業などの協力のもと本事業を推進した。 

(参照： 87ページ～ 付録2 「企画広報委員会 議事録」） 

 

8.【カリキュラムの構成】 

 ・カリキュラムの基本構成は、下図のように４科目とし、各科目は９０分とした。 

 ・科目１、２は、ビジネスプランの作成及び新事業の創出に必要となる基礎的な専門知識の習得を目指した。 

 ・科目３、４は、ビジネスプランの枠組みと中身をつくる上で必要となる知識の習得を目指した。 

 ・科目１、２、３、４は、講義研修、実地研修、ロールプレイング研修を通じて行い、問題発見能力、課題解決能

力、意思決定能力、マネジメント能力の向上を目指した。 

 

 

【科目２】経営・マーケティング基本論 

【科目３】６次産業化実践論 

【科目４】新事業創出実践論 

 基礎編 

 実践編 

【科目１】１、２、３次産業基本論 



 

 

8.【カリキュラムの特徴・意義】 

①農林水産省開発の新事業創出人材育成プログラムをベースとし、当機関が蓄積するテキストやe-learning教材

の活用と当地域の実情{園芸農業中心}及び経済環境変化や企業のニーズに合わせたプログラムの改良を行っ

た。 

②工学的技術や経営学情報、管理情報が移転可能な新しい園芸農業を創出する人材育成が必要である。その

ためには、地域の特性、特に当地域で盛んな施設園芸への配慮、及び６次産業化への取組みに向けて必要とな

るビジネス設計に関わる知識の習得がキーワードとなる。具体的には農産物加工・販売、地域資源の活用、国内

外の販路開拓などを対象とし、これまで積み上げた教育プログラムを反映させた。 

③サプライチェーンをまたいで川下分野に進出したり、異分野からの農業参入を容易にしてニューアグリビジネス

を確立するため、担当講師が独自開発したテキストを活用した。特に分野間に存在する課題の顕在化が必要で

あり、参入障壁に関わる知識とそれを克服するのに必要な知識を経営学、戦略論、管理論の学習を通じて習得し

た。 

④従来の固定機関経由の販売から脱却しマーケット重視の経営で利益を創出するために、ニーズ起点型生産物

創出やサプライチェーンの川上・川下進出に必要な知識の習得を行った。具体的には、独自テキストを活用して

マーケティングやブランド化知識の習得を行った。 

⑤毎回の講義終了後には宿題としてレポートの提出を義務付け、知識の深掘りを促した。 

⑥実地研修としては、研修科目において事例学習を行う他、国内トップランナー企業や大学における国内最先

端のモデル施設の現場視察を行った。同時に、これらの新規事業に成功した企業経営者の講義を通じて成功事

例を学習した。また、経営者との意見交換を通じてその成功要因を探り、自社の問題に照らし合わせることにより、

問題点抽出能力、課題解決能力を高めた。 

⑦研修科目の中では、ワークショップを通じたロールプレイング研修など実践学習を取り入れ、事業計画（ビジネ

スプラン）の作成を演習した。 

⑧ロールプレイング研修の仕上げとして、研修最終日にはビジネスプランの発表会を行う。学習した内容を基に

個々の企業の課題に対応したテーマで完成するように講師陣等が適切なアドバイスを行い、完成度を高める。さ

らに、フォローアップ研修を追加し、ビジネスプランのブラッシュアップをフォローすることにより業務適用能力を高

めた。 

  

10．【カリキュラムの変更および追加】 

視察先等の都合により以下の通りカリキュラムを変更した。 

①科目 1 に農場視察に 1 施設追加 ②科目 3 のコミュニケーション手法を科目 2 の中で実施 ③科目２、３の

実施順を変更 ④科目３の販売店舗視察に１施設追加 ⑤食品系の６次産業化実践論に 1 施設追加 ⑧ビジ

ネスプラン発表会Ⅰの前に企業視察を追加 

(参照： 4 ページ 「カリキュラム一覧表」) 

 

 

 

 

 

 

 

 



カリキュラム一覧表

パート 回 各回名称 パート 回 各回名称

開講式・オリエンテーション 0 開講式（含むオリエンテーション） オリエンテーション 0 オリエンテーション

1 農林水産業の現状と地域産業振興Ⅰ（農業・林業） 1 農林経営と企業経営

2 農林水産業の現状と地域産業振興Ⅱ（水産業） 2 地域活性化に向けた新事業創出

3 農山漁村の特性と新事業創出 3 食に関する経営情報戦略

－ 名刺交換会 4 ６次産業化と知財管理

4 食品加工論Ⅰ 5 コミュニケーション手法

5 食品加工論Ⅱ 6 経営理念とその浸透

6 食品開発における栄養と機能 7 食のマーケティングⅠ（市場環境分析）

7 食品加工における安全・衛生管理/関連法規 8 食のマーケティングⅡ（ＳＴＰ）

8 フードシステム論Ⅰ（基礎編） 9 食のマーケティングⅢ（マーケティングミックス）

9 フードシステム論Ⅱ（動向編）

10 フードコーディネート論Ⅰ（理論編）

11 フードコーディネート論Ⅱ（事例編）

12 物質・エネルギー利用型地域資源利用論

13 サービス提供型地域資源利用論 12 経営理念／組織・経営者論

14
農場視察Ⅰ
●豊橋技術科学大学

13 組織経営と地域ネットワーク形成

15
農場視察Ⅱ
●㈱サイエンス・クリエイト　IGH

14 経営戦略

16
加工場視察Ⅰ
●㈱知久

15 財務会計Ⅰ

17
農場視察Ⅲ
●㈲佐野農園

16 財務会計Ⅱ

18
販売店舗視察Ⅰ
●JAとぴあ浜松（ファーマーズマーケット東店）

19
農場視察Ⅳ
●(有)小久井農場

20
販売店舗視察Ⅱ
●ＪＡあぐりタウンげんきの郷

21
加工場視察Ⅱ
●㈱にいみ農園

パート 回 各回名称 パート 回 各回名称

オリエンテーション 0 オリエンテーション 0
オリエンテーション
（含むビジネスプランの重要性と構成）

６次産業化概論パート 1 行政機関における６次産業化の支援施策と支援機関 1 プレゼンテーション手法

2 輸出型６次産業化事例とそのポイント 2 経営理念の策定

3 海外６次産業化事例 3 ６次産業化ビジネスの構想

６次産業化概論パート 4 ６次産業化の必要性と展開パターン 4 製品・サービスの設計

5 融合型６次産業化事例 5 事業環境の分析

6 連携型６次産業化事例Ⅰ 6 事業内容と事業目標の設定Ⅰ

7 連携型６次産業化事例Ⅱ 7 事業内容と事業目標の設定Ⅱ

8
非食品の６次産業化実践論
●(有)ジャパンフラワードリーム

8 マーケティングの手法

9
販売店舗視察Ⅲ
●道の駅　田原めっくんはうす

9 マーケティングの検討

10
食品系の６次産業化実践論Ⅰ
●日本フード㈱（井村屋グループ）

10 収支計画の策定手法

11
食品系の６次産業化実践論Ⅱ
●河合果樹園

11 収支計画の策定

12 ケースメソッドの実施方法の解説 12
ビジネスプランのリスクチェックと実践方法
及び全体調整

13 ケースメソッド：ケースⅠのグループワーク 13 ビジネスプランのグループ内分析

14 ケースメソッド：ケースⅠの解説 14
6次産業化成功事例企業視察
●伊賀の里モクモク手づくりファーム

15 ケースメソッド：ケースⅡのグループワーク 15 ビジネスプラン発表会Ⅰ　（豊橋会場）

16 ケースメソッド：ケースⅡの解説 16
成果報告会
(ビジネスプラン発表会Ⅱ　（東京会場））

【科目1】　1･2･3次産業基本論 【科目2】　経営・マーケティング基本論

事業戦略パート

新事業創出事例パート

企業視察パート

地域資源利用パート

加工パート

流通・販売パート

メニュー開発パート

オリエンテーション

経営管理パート

マーケティングパート

10 商品開発実務Ⅰ

11 商品開発実務Ⅱ

【科目3】　6次産業化実践論 【科目4】　新事業創出実践論

経営管理パート

マーケティングパート

ケースメソッドパート

海外・実践パート

６次産業化ケーススタディ
パート

企業視察パート マーケティングパート

ビジネスプラン発表会パート



 

 

11.【プログラムの変更】 

資料の追加 

各担当講師の追加資料は以下の一覧表の通りである 

 日付 担当講師 追加資料 

① 10/07 今井嘉紀 食品加工における安全衛生管理/関連法規 

② 10/13 山村友宏 フードシステム論Ⅱ(動向編) 補足資料 

③ 10/14 竹谷裕之 サービス提供型地域資源利用論 他 

④ 10/14 三枝正彦 インテリジェントグリーンハウス（太陽光利用型植物工場）他 

⑤ 11/10 竹谷裕之 農林経営と企業経営 他 

⑥ 11/17 横山順子 6 次産業における組織づくり 

⑦ 11/18 竹内一浩 知多半島プロジェクト 

⑧ 12/01 行政機関 6 次産業化について 他 

⑨ 12/01 中野和久 6 次産業化実践論 他 

⑩ 12/01 都築秀夫 海外 6 次産業化事例 

⑪ 12/01 中野和久 6 次産業化実践論 他 

⑫ 12/02 横山順子 6 次産業化事業計画書 他 

⑬ 12/02 竹谷裕之 6 次産業化事例 

⑭ 1/12 竹内一浩 愛知県全資源データの一部 

⑮ 1/12～1/20 日野眞明 戦略シート 他 

  

12.【著作権の取扱い】 

テキストの著作権は株式会社三菱総合研究所または株式会社三菱総合研究所に使用を認めた権利者が保有

しており、その見解は以下の通りである。 

 

講義用教材の利用条件 

関連サイト http://www.6ji-biz.jp/index.html で公表する PDF形式のシラバス・テキストは、「農林水産省の新

事業創出人材育成事業で開発された旨を何らかの形で表示すること」、かつ、「クリエイティブコモンズ・ライセンス 

表示 - 非営利 - 継承 2.1」に従うこと、を条件に自由に利用・改変することができる。利用にあたって新事業創

出人材育成事業事務局（株式会社三菱総合研究所）への連絡を行う必要はない。 

なお、「非営利目的の利用」とは研修・講義での利用のうち、1 回 90 分程度の講義の 1 人あたりの受講料が

3,000 円未満ものを指すこととする。また、大学・専修学校・高等学校・高等専門学校がカリキュラムの一環として

行う場合は常に非営利目的の利用として扱う。（出版物での利用などは問い合わせる） 

 

※ただし追加資料は各担当講師が著作権を保有し本講義でのみ使用許可を得た 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13.【受講者の募集方法】 

受講生募集に当たっては、パンフレットを作成し、地域ＪＡ，愛知県、東三河県庁、地域５自治体、地域５信

用金庫、豊橋技術科学大学、愛知大学、各市地域商工会などに掲示や配布を依頼した。 

 

配布場所 配布部数 折込み部数 備考 

豊橋商工会議所 50 6,000  

豊川商工会議所 50 2,500  

蒲郡商工会議所 50 2,300  

岡崎商工会議所 50 6,000  

浜松商工会議所 50  原稿提供 

豊橋信用金庫 200   

豊川信用金庫 200   

蒲郡信用金庫 200   

岡崎信用金庫 200   

浜松信用金庫 200   

愛知銀行 200   

政策投資 200   

十六銀行 200   

JA 豊橋 200   

JA 愛知南 200   

JA ひまわり 200   

JA 愛知東 200   

JA とぴあ浜松 200   

農林水産省本省 50   

東海農政局 50   

北陸農政局 50   

豊橋 TLO 会員企業 109 件 

〃   個人会員   2 件 

200   

豊橋市役所 50  7/18 

ウインクあいち 50  7/23 産業参入セミナー 

東京ビックサイト 180  7/25-27 GPEC 

ポートメッセなごや 100  9/7 しんきんビジネスフェア 

新城文化会館 100  9/27 IT 食農シンポジウム 

※募集でなく事業案内として 

大学内 120   

計 3,800 16,800  

 

 

 

 

 



豊橋技術科学大学 

カリキュラム 

Ⅰ １・２・３次産業基本論 
  ・農林水産業の現状と地域産業振興 １，２ 
  ・食品加工論 １，２ 
  ・フードシステム論 １，２  他 
  ・物質・エネルギー利用型地域資源利用論 
  ・見学（豊橋技術科学大学，㈱新美農園、 
   JAあぐりタウンげんきの郷） 他 
Ⅱ 経営・マーケティング基本論 
  ・農業経営と企業経営 
  ・地域活性化に向けた新事業創出 
  ・食のマーケティング １，２，３ 
  ・商品開発実務  １，２  他 
Ⅲ ６次産業化実践論 
  ・６次産業化の必要性と展開パターン 
  ・融合型６次産業化事例 １，２ 
  ・ケースメソッド（グループワーク） １，２ 
  ・見学（㈱知久、㈲ジャパンフラワードリーム） 他 
Ⅳ 新事業創出実践論 
  ・６次産業化ビジネスの構想 
  ・商品・サービスの設計 
  ・ビジネスプラン発表会  他 

                              ㈱豊橋キャンパスイノベーション（とよはしＴＬＯ）  中核人材育成事業グループ 
                                愛知県豊橋市天伯町雲雀ケ丘１－１ 豊橋技術科学大学内 
                                   ＴＥＬ． ０５３２－４４－１０２５     ＦＡＸ．０５３２－４４－６９８０ 
                               Ｅ‐mail ： n-agri＠ｋｋｔｃｉ．ｃo．ｊｐ  ＵＲＬ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｋｋｔｃｉ.jp/newagri/index.php 

お問い合わせ 

農林 産省 
平成24年度新事業創出人材育成委託事業 

講 師 

豊橋技術科学大学特任教授  三枝正彦 
名古屋大学名誉教授     竹谷裕之 
MORE経営ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱     日野眞明 他 

講座日程と会場 

★全65コマ（19日間） 
 平成24年10月6日（土）～平成25年1月19日（土） 
 講義時間 10:00 ～ 17;10 
★会場 豊橋商工会議所他 

対 象 者 

農業者 
農業に関心を持つ企業関係者 
支援機関、行政関係者 
女性 

受 講 料 

無料 
  （交通費、昼食代等は含まれていません） 

‐第１期生募集－ 
 ６次産業化ビジネスの“あるべ

き姿”を設計する 
 サプライチェーンを統合して、 
   最適システムを設計する 
 ニーズ起点の戦略商品を設計

する 
‐募集期間：2012.7.1～9.14- 



 

 

また、豊橋技術科学大学のホームページや広報誌、全国紙および地元新聞（中日新聞、東日新聞、東三河

新聞など）の市民欄への掲載依頼、東三河ＩＴ食農先導士や植物工場創生塾の修了生ネットワークや東三河

産学官交流サロン、ＩＴ農業研究会、サイエンス・クリエイトや食農産業クラスター推進協議会などの業界団体の

メーリングリストなどを活用し、幅広く受講者の募集を行った。受講生内訳は以下の通りであった。 

 

（１）業種別受講生数 
 

業 種 募集予定人数 受講生内訳 

 農林水産業関係 8名 7 名 

 商工業関係 12名 20名 

 公共団体関係 2名 1名 

 その他 3名 5名 

計 25名 33名 

 

（２）女性受講者への配慮 

①講座の平日開催では、仕事をもつ女性や、家事や育児に忙殺されている 

女性は参加しがたいので、講座の開催日を土曜日、日曜日とし、周囲や夫の 

協力の下、女性が参加し易いようにした。 

②女性にとって、突発する家事や育児問題で全行程を参加することはなか  

なか難しい。そこで各講義の DVD を作成し貸し出すことによって、補習や復習

が可能とした。受講生の半数を女性と想定していたが 20%弱の 6 名であった。 

 

 

（３）年齢別、地域別受講者数 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  受講生 

女性 6 名 

男性 27 名 

計 33 名 

年齢 受講生 

  ～19 0 名 

20～29 2 名 

30～39 12 名 

40～49 11 名 

50～59 3 名 

60～69 5 名 

70～   0 名 

計 33 名 

  受講生 

最小年齢 26 歳 

最高年齢 65 歳 

平均年齢 43.6 歳 

自宅住所 受講生 

豊橋市 11 名 

豊川市 1 名 

田原市 5 名 

豊田市 1 名 

名古屋市 4 名 

浜松市 6 名 

岩倉市 1 名 

岡崎市 2 名 

静岡市 1 名 

磐田市 1 名 

計 33 名 



 

14.【講座の実施方法】 

（１）実施概要 

受講生は学生、社会人など、他に本務をもつので、土曜日、日曜日を基本として、講座を開講した。このこと

によって、金曜日夕方出発し、日曜日夕方帰路につけば、東海・北陸地域はもとより全国各地から本プロジェク

トの特長である園芸農業を中心とする 6 次産業化人材育成プログラムに参加が可能であった。しかし受講生の

出身地は愛知県、静岡県に限られた。 

また土、日利用であれば、仕事や子育て中の女性も夫の協力の下、本プログラムに参加が可能となり、女性

企業家の増大も期待された。ただし実際には 33 名中女性は 6 名と 1/5 であった。 

また農山漁村の資源を活用しての 6 次産業化を推進する人材を養成するためには、単なる座学では、不十

分であり、農作物の生産現場を始め、流通、加工、販売現場の実態把握が必要である。そこで、東三河地域の

特長を活かしながら、主として園芸作物の生産、流通、加工、販売現場の実態調査、視察研修を企画した。こ

れら現場での実態調査、研修を有効に行うために、大型バスを貸切、現場までの車中では訪問先の概要の説

明、地域の産業、経済などについて概説した。また帰路の車中では、これら現場の実態と今後のあり方など受

講生全員に発表する機会を作った。また受講生には 6 次産業化のビジネスプランの作成と発表会を義務付け、

企業化に向けた実戦態勢を想定した訓練を行った。さらに本事業の後半にはそれまでの成果を全国に普及さ

せるために、東三河に特長的な園芸作物を中心とした 6 次産業化の方法論と成功事例紹介の成果報告会を

開催した。 

 セミナー、現地調査、視察実習、シンポジウムなどにおいて、時間や定員の関係で全てを受講できない人に

は、これら科目のDVDを貸与し、自習を可能とした。この方法は家事や育児、体調不良などに遭遇し易い女性

受講者に特に有効と思われた。今後少子高齢化が進行する中で、農業の 6 次産業化で女性企業家を育成す

ることは重要な課題である。（参照：11、12 ページの日程表および 14 ページ目からの講座の実施報告） 

 

（２）プログラムの工夫 

①農業の学習と共に、関連する商工業の学習に重点を置き、商・工業技術・ノウハウの農業への移転を重視す

るプログラムとした。 

②企業現場を教育の場とし、講義研修・ロールプレイング研修・実地研修による段階学習で能力開発のための

実践学習を行った。具体的には、問題意識を持たせ解決のための主体的行動を促すため、研修を通して問題

発見能力、問題解決能力、業務適用能力などスキルの獲得を図った。その達成のためにワークショップ、事例

研究などを取り入れた学習プログラムとした。 

③また、目標とするスキルのレベルを達成するため、企業の先進事例を題材に、理解を深め、自社に適用し、

あるべき姿を描くためのスキルアップを目的としたプログラムとした。 

④ビジネスプランのブラッシュアップや技術課題など個別相談の対応など、受講者及び派遣企業のフォローを

目的とするサポートセンター機能を確立した。 

 

（３）実地研修の特徴 

①実地研修のカリキュラムを充実させた。先進的施設園芸である植物工場、実験農場、ニーズ起点型経営、サ

プライチェーン・マネジメント経営など、手本となる関連企業 9 社の現地視察等を実施した。 

②本研修事業では最先端園芸農業であり企業型農業である「植物工場」についても、先端技術の現地視察と

意見交換が体験でき、新事業進出の足掛かりとなる「求める姿」を描くことができた。例えば、ＬＥＤ採用閉鎖型

植物工場（豊橋技術科学大学）、50ｔ採りトマト（1 年 1,000 ㎡あたり）を目標に実証実験中の株式会社サイエン

ス・クリエイト IGH（イノベーティブ グリーン ハウス）、オランダ仕様の自動栽培施設採用の太陽光型植物工場

（（有）ジャパンフラワードリーム）などであった。 



 

③マーケティングを考慮した経営のモデルとして、ニーズ起点型経営に特徴がある食品産業、サプライチェー 

ンシステムに特徴がある企業の現地視察と意見交換が体験でき、知識の落とし込みと事業のあるべき姿を描く

ことができた。例えば、消費者ニーズを取り入れた新商品開発に特徴がある惣菜販売企業（(株)知久）、ミニトマ

トの生産、加工、直売まで手掛けるにいみ農園、無農薬レモンと地域連携での商品づくりを得意とする河合果

樹園などであった。 

④現地視察と同時に経営者の成功体験を講義として組み入れた。成功につながった経営哲学やビジネスモデ

ルなどを受講者及び企業の課題抽出と課題解決の参考とし、ビジネスプランに反映できた。 

⑤実地研修の教育の場を提供する企業は、本研修事業への全面的協力を約束した。ビジネスプランのブラッ

シュアップ、フォローなどについて個別に対応できる体制としていた。 

 

15.【受講生のフォローアップ】 

受講生には教室講義のみならず、生産現場の視察、調査を通じて、現場の臨場感を体得するためのカリキ

ュラムを設定した。また時間の関係で、教室講義の一部に出席できない受講生には、後日、自宅で自習できる

ように DVD 教材を用意した。これまで、実施してきた豊橋技術科学大学の「東三河ＩＴ食農先導士の養成拠点

の形成」事業や TLO の「ニューアグリビジネス展開のための農商工垂直統合人材育成事業」では修了生にメ

ーリングを中心とするネットワークを形成し、豊橋技術科学大学サポートセンターから毎週定期的に農業情報

やＩＴ情報をメール送信し、サポートしてきた。また年数回、修了生自身によるシンポジウムやセミナーなど開催

を支援してきた。本人材育成事業でも修了生に同様なネットワークを構築し、豊橋技術科学大学サポートセン

ターから農商工連携や 6 次産業化、農業技術などの最新ニュースや事例をメール配信する。また修了生自身

によるシンポジウムやセミナー、アグリフェアなどの開催を支援する。さらに地域の食農産業クラスター推進協議

会への加盟を促し、農商工連携や 6 次産業化への取り組みを推奨する。 

 

受講者の評価とフォローについて 

受講者の理解度と学習効果のチェックのために評価する仕組みをつくった。 

①各講義終了後にアンケート調査する目的でひな形を用意した。講義内容の理解度とともに、自社の課題解

決に向けて受講前後でどのような効果があったのか毎回チェックを行い、必要に応じて個別指導を行った。 

②各講義終了後に宿題としてレポート提出（Ａ４、１枚）を義務付け、それを講師が採点した。その採点は修了

書授与基準に反映するものとし、確実な提出を呼びかけた。また、レポートについては講師がコメントをつけて

返すものとし、受講者のレベルアップに役立てた。 

③修了時に発表するビジネスプランは講師陣による採点を行い、優秀者を表彰した。また、各自の発表に対し

てコメントを行い、プランのブラッシュアップに寄与させた。 

 

本事業の評価は①講師、②受講者、③外部有識者の 3 つの観点から行った。 

①講師の観点は、講義の理解度を知るために、受講生に毎科目、課題を示しレポートの提出を求めた。 

A(>80 点)B(>70 点)C(>60 点)D(<60 点)として採点した。 

②受講生に教材の難易、授業の難易、授業の分量、講義に対する興味、自身の仕事への貢献度などの授業

評価をアンケート調査で行った。 

③外部有識者の評価は、本事業の実施状況、事業の目標に対する達成度、講師の受講生評価、受講生の授

業評価などをまとめて報告書を作成し、外部の有識者からなる外部評価委員会を開催し評価を受けた。 

その結果、受講生 33 名に対し 32 名が修了条件を満たした。 

（参照：44 ページの「受講状況と課題レポート提出状況一覧表」） 
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