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1．趣旨 

北陸管内の農林水産業においては、担い手不足に加え、収益性の低さが課題になっている

ほか、中山間地域を中心に過疎化が進み、地域の活力維持に苦労しています。 

一方で、ネット通販の隆盛やスマホの普及など、地域経済や社会を取り巻く環境も大きく

変わり、独自の価値観で消費活動を行う若者が増えていることから、従来にない新たな発想

で課題解決に取り組むことは重要です。 

北陸農政局では農学部以外の学生にも農業に関心を持ってもらう観点から、金沢大学と連

携し、一連のプログラムを通して学生に農業や地域の現状を学び、関心を高めてもらうとと

もに、学生の斬新な発想で農業が抱える課題への解決策を模索する事業「ボーっと食べてん

じゃねーよ！」を昨年度に引き続き、実施しました。 

 

2．概要（枠組み） 

 参加する学生に農業者が抱える課題についてじっくり実感してもらい、学生の柔軟かつ斬

新な発想で解決策を模索してもらえるよう、４つのプログラムを設けました。 

 農業者及び学生には「体験プログラム」から「アグリソン」まで全て参加してもらうとと

もに、学生には各プログラムを通して同一の農業者のグループに参加してもらいました。 

各プログラムの概要は以下のとおりです。 

(１)「体験プログラム」 

農業者のほ場等での体験活動や農業者との意見交換を通して、農業者や地域の現状を 

実感してもらう。 

(２)「プレアグリソン」 

   体験プログラムで感じた農業者の課題を解決するための新たなビジネスプランの素 

案を学生のアイデアをベースに構築する。 

(３)「アグリソン（※）」 

   プレアグリソンで構築したビジネスプランの素案をベースに、学生と農業者が６次産 

業化プランナーや中小企業診断士、金融機関、ＩＴ系企業からの助言を得ながら現実的 

なビジネスプランにブラッシュアップしていく。 

(４)「ポストアグリソン（希望するグループのみ実施）」 

   ビジネス化に向けて具体的なデータをもとに、アグリソンでブラッシュアップしたビ 

ジネスプランのフィジビリティをさらに検証し、事業化につなげる。 

※アグリソンは、ハッカソンの農業版です。 

ソフトウエア開発者が一堂に集まり、一定期間集中的にプログラムの開発やサービスの考案などの共同作
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業を行い、その技能やアイデアを競う催しのことを「ハック（hack）」と「マラソン（marathon）」を掛け合

わせハッカソンと言います。今回は、農業に関する課題解決策（新たなビジネスプラン）を模索するイベン

トであることから、「アグリソン」としました。 

 

 

3．開催内容 

（１）体験プログラム 

   石川県内の若い農業者の方たちにご協力いただき、実施しました。 

どの体験も当初予定した募集人数以上の参加応募があり、定員を増やして実施しまし

た。また、アグリソンに参加予定のプランナーやＩＴ系企業の方々にも一部参加いただ

きました。 

体験当日は農業者のほ場等での作業体験に加えて、農業者や農村地域の現状、抱える

課題等について意見交換を行い、農業や農村地域の魅力を学生に実感してもらうととも

に、課題解決のための新たなアイデアを膨らませました。 
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① 宮本健一（イ草・小松市） 

宮本氏は、国産イ草の北限の産地である小松市唯一のイ草農家です。参加学生は、細か

く分けたイ草の株を苗箱に手作業で植え付ける「苗づくり」を体験。その後、作業場を見

学しながら、小松イ草の特徴や栽培の流れ、泥染め・乾燥・織り上げの工程について説明

を受けました。 

意見交換では、６次産業化プランナーやＩＴ系企業の方も加わり、加工時に余った短い

イ草の活用や次世代に向けた情報発信について議論し、子ども向け商品への転用や海外へ

の販路開拓などのアイデアを出し合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 竹中浩記（ぶどう・かほく市） 

竹中氏は、石川県内有数のぶどう産地であるかほく市高松のぶどう農家です。参加学生

は、ほ場（樹園地）を見学し、高級ぶどう「ルビーロマン」やシャインマスカットの栽培の

流れなどについて説明を受けました。 

意見交換では、ぶどう農家の後継者不足や新規就農者としての若者の呼び込みが課題と

■「体験プログラム」一覧

開催日 農業者 所属 作物 住所 参加学生数

① 8月19日 宮本健一 宮本農産 イ草 小松市 ３名

② 8月28日 竹中浩記 IRIE FARM株式会社 ぶどう かほく市 ４名

③ 9月4日 池野翔吾 JAアグリサポートかほく 米、棚田 津幡町 ６名

④ 9月8日 小野寺優大 ORUKOH Farm 小松菜
内灘町

（河北潟）
７名

⑤ 9月11日 竹本彰吾 有限会社たけもと農場 米 能美市 ５名

⑥ 9月24日 舘喜洋 農事組合法人北辰農産 米 白山市 ７名
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なっていることに対して、ＩｏＴ（モノのインターネット）を活用したスマート農業やイ

ンフルエンサーを巻き込んだＰＲ戦略などの課題解決のアイデアが出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 池野翔吾（棚田・津幡町） 

池野氏は、津幡町九折（つづらおり）にある「日本の棚田百選・奥山田」で復田や農地保

全に取り組んでいます。津幡町九折地区は、現在多くが耕作放棄地となっており、継続的

な保全が難しい状況です。参加学生は、奥山田の棚田やその周辺にある倶利伽羅不動尊や

源平合戦の古戦場を見学。池野氏から奥山田の棚田は歴史的景勝地に近いという特長があ

ることや、一部の棚田でそばやイタリア米が栽培されているという説明がありました。 

意見交換では、棚田の観光資源としての活用方法や、棚田の立地と生産物の特徴を掛け

合わせたブランディングなど、棚田活用に向けたアイデアを出し合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 小野寺優大（小松菜・内灘町（河北潟）） 

小野寺氏は、河北潟で小松菜を周年栽培しています。参加学生は、小松菜の収穫や袋詰

めの作業を体験した後、ほ場を見学しながら、小松菜の栽培の流れや収穫から出荷までの

工程について説明を受けました。 

意見交換では、小野寺氏の就農のきっかけや経営状況、出荷・販売方法、栽培管理の効

率化・ワークライフバランス・地域貢献を念頭に置いた小規模農家としての課題や可能性

について、幅広く話し合いました。 
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⑤ 竹本彰吾（米・能美市） 

竹本氏は、米どころ能美市・牛島で稲作農業を営んでおり、最近ではリゾット作りに最

適な「イタリア米」の生産・販売に取り組んでいます。参加学生は、稲作の流れなどについ

て説明を受けながら、イタリア米の作付ほ場や最新の農機の試乗体験をしました。 

意見交換では、イタリア米の加工商品の販売方法や若者の就農者増加に向けた取組につ

いて話し合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 舘喜洋（米・白山市） 

舘氏は、白山市で稲作農業を営んでおり、自社ブランド「稲ほ舎」の展開や地元企業と

の商品開発に積極的に取り組んでいます。参加学生は、ほ場や作業場、「稲ほ舎」の店舗を

見学しながら、減農薬・減化学肥料栽培にこだわった米作りや米の味を生かした商品の開

発・販売について説明を受けました。 

意見交換では、稲刈り後に大量に出るもみ殻の処理方法や新たな商品開発といった課題

に対して、もみ殻の活用方法や今後の生産・加工・販売の在り方などについて話し合いま

した。 
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（２）プレアグリソン 

   体験プログラムごとにグループ分けして開催しました。 

   体験プログラムの感想や気づきをもとに、学生自身の経験、大学での学びを踏まえ、

農業者の課題を解決するアイデアを出し合い、ビジネスプランの素案を考えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「プレアグリソン」一覧

開催日 グループ 課題

① 10月7日 宮本グループ 「小松イ草」の定着と短いイ草の活用

② 10月8日 竹中グループ ぶどう農家への若者の就農増に向けて

③ 10月14日 池野グループ 「奥山田の棚田」の活用と情報発信

④ 10月15日 小野寺グループ 「河北潟こまつな」のニーズ拡大

⑤ 10月29日 竹本グループ 「イタリア米商品」のニーズ拡大

⑥ 10月27日 舘グループ 「もみ殻」の活用方法
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■体験プログラムの感想や気づき 

      ①宮本グループ            ②竹中グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ③池野グループ           ④小野寺グループ 
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       ⑤竹本グループ            ⑥舘グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）アグリソン 

プレアグリソンで学生が考えたビジネスプランの素案をもとに、学生と農業者が主

体となって６次産業化プランナーや中小企業診断士、金融機関、ＩＴ系企業からの助言

を得ながら現実的なビジネスプランにブラッシュアップしていきました。 

学生は、ビジネスプラン（素案）をグループメンバーに説明するプレゼン資料を事前

に準備するなど、積極的に議論を引っ張っていました。 

最後の全体発表では、短いイ草を加工した新商品の開発やぶどう農家の担い手不足

解消方法、棚田保全のための観光戦略、小松菜の認知度ＵＰ戦略、リゾット米の新規販

路開拓、もみ殻を使った子ども向けイベントの開催や新商品開発といったビジネスプ

ランが各グループから提案されました。 

農業者からは、「学生から夢のある意見をもらい、大きなビジョンを持たなければと

感じた」、「今まで考えつかなかった案がたくさん出てきた。すぐにでもやってみたい」

などの意見が出されました。 

   

  ・日 時：令和２年 11月 14日（土曜日）13時～16時 30分 

  ・場 所：金沢大学角間キャンパス 自然科学大講義棟（金沢市角間町） 

・参加者：学生 15名、農業者６名、プランナー（６次産業化プランナー、中小企業 

診断士）６名、金融機関（日本政策金融公庫）７名、ＩＴ系企業７名 
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■提案されたビジネスプラン 

        ①宮本グループ             ②竹中グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

③池野グループ            ④小野寺グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

        ⑤竹本グループ            ⑥舘グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）ポストアグリソン 

   希望するグループごとに、アグリソンで提案されたビジネスプランの事業化に向けた

取組を進めます。 

   現在、３グループ（宮本グループ、舘グループ、竹本グループ）で実践に向けた事前

準備（大学生と農業者で、ビジネスプランを更にブラッシュアップする議論）を以下の

とおり進めています。 

 

【宮本グループ（小松市・イ草）】 

 ・日 時：令和２年 12月 11日（金）13:30～15:30 

 ・参加者：宮本氏（農業者）、学生２名、事務局（金沢大学、農政局） 

 ・内 容：「小松イ草」のＰＲに向けて、高齢者と連携したイベントを企画。 

 ・今 後：連携を検討する老人ホームと打ち合わせを行う。 

      課題として、「ビジネス」として成り立つのか、再度検証する必要あり。 
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【舘グループ（白山市・米（もみ殻））】 

 ・日 時：令和３年１月 18日（月）13:30～15:30 

 ・参加者：舘氏（農業者）、学生３名、プランナー１名、IT系企業１名、 

事務局（金沢大学、農政局） 

 ・内 容：米のもみ殻の新たな活用法として 

      ①幼稚園でもみ殻のサンドアート、もみ殻を使ってかまどでご飯を炊くイベント 

を企画。 

      ②もみ殻を原料とした容器の新商品開発（梱包資材、食器など）。 

 ・今 後：①もみ殻を使ったかまど炊きの実験（３月下旬予定）。 

      ②金沢大学生物化学工学研究室との意見交換（１月下旬）。 

【竹本グループ（能美市・イタリア米）】 

 ・日 時：令和３年１月 19日（火）13:30～15:30 

 ・参加者：竹本氏（農業者）、学生１名、プランナー１名、事務局（金沢大学、農政局） 

 ・内 容：リゾット米の販売促進に向けて、キャンパーをターゲットとしたリゾット米商品の 

展開方法の検討（キャンプ用品店で展開）。 

 ・今 後：新たなパッケージやリーフレットを作成し、商品化を目指す。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4．参加者の反応 

参加された学生や農業者、プランナー（６次産業化プランナー、中小企業診断士）、金融

機関（日本政策金融公庫）、ＩＴ系企業からは、以下のような意見・感想が出されました。

（※詳細は別添「アンケート結果」をご参照ください。） 

（１）学生 

  ・農業について深く考える良い機会となった。 

  ・自分の知らない知識や農業の厳しい現状がわかった。 

  ・農業が身近になった。 

  ・農業でたくさんの人が関わり、新しい取組が生まれていることに驚いた。 

  ・農家の意見を聞いたり様々な分野の人との繋がりができたりと大きな財産になった。 

  ・農業にどんな形であるかわからないが、携わってみたいと思うようになった。 
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（２）農業者 

  ・学生が自身の案を積極的にプレゼンしている姿が良かった。 

・学生の新鮮なアイデアと感性に触れることで新たな知見を得た。 

  ・学生（若者）と関わることで、若い世代の感性や今の状況、求めていることなどを知

るきっかけとなる。 

  ・学生以外の専門家の方と知り合うことで、様々な繋がりが持てる。 

・実際に実現したいアイデアもあったので、次年度も日程さえ合えば参加したい。 

 

（３）プランナー 

  ・学生の柔軟な思考に感心した。 

  ・農業者の方から、多くの刺激が得られる。 

・若い人と接するのは刺激が得られる。 

・取り組む学生の活き活きとした姿や、幅広いアイデアに耳を傾け前向きな生産者の姿

を見ることができる。 

・日頃の活動とは異なる新鮮な学びがある。 

  ・素晴らしい取組なので、今後も継続してほしい。 

 

（４）日本政策金融公庫 

  ・学生が議論の中心となり、沈黙する時間がほとんど無かった。 

  ・農業者の取り組みを聞くことができ、勉強になった。 

・普段接する機会のない分野の専門家の意見を聞けた。 

・経営課題に直面している農業者の課題解決について考えることは、普段の業務に活か

すことができる。 

・学生の真剣な討議や新鮮なアイデアに刺激を受けた。 

 

（５）ＩＴ系企業 

・学生が主体的に考え、アイデアを出していることが刺激になった。 

・農家の方から直接、置かれている環境・事業の取り組み内容・課題を聞いて、持って 

いたイメージを、現場の生の声としてリアルに感じることができた。 

・異業種集合は生産性があると体験できた。 

・様々な方と関係性を築くことができた(人脈が広がった)。 

・日常業務にない、新たな気づきを得られて有意義に感じた。 

・来年の開催も楽しみにしている。 
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金沢大学、北陸農政局 共創事業 アグリソン開催後アンケート 

＜学生＞ 

金沢大学の学生１５名に対してアンケート調査を行った。 

 

① アグリソンの総合的な満足度について 

満足：１１、やや満足：４ 

 

【理由】 

（満足） 

・ 農業について深く考える良い機会になった。 

・ プラン作成や発表等、なかなか経験できないことが体験できた。 

・ 様々な分野の人と話すのは初めてであり、とても刺激になった。 

・ 普通であれば関わることができない人達とディスカッションすることができ、有意

義な時間だった。 

・ 様々な人達と話し合い、一つのことを深く考えることができた。 

・ 様々な他業種の大人の意見（アドバイス・アイディア）を聞くことができた。 

・ 実際に実現できそうなアイディアが計画できた。 

・ アグリソンを通して自分の視野が広がった。 

 

（やや満足） 

・ もっとできたと思う部分はあるが、農業に関する発見が大きかった。 

・ 時間が短かった。 

・ 一つのプランを提案できたが、より具体化、深掘りしたプランを考えたかった。 

 

②  農業に対するイメージの変化について 

【農業の現状について】 

・ 自分の知らない知識や農業の厳しい現状が分かった。 

・ 農業の厳しい現状を解決する必要性とそれを打開しようとする人々の熱意を感じ

た。 

・ 単純でないと思った。 

・ 農作業だけが農業者の仕事でないと感じた。 

・ 営業も重要であると感じた。 

・ 農業を始めることが思ったよりも困難であると知る契機になった。 

・ 農家がどのような視点で農業に取り組んでいるか知ったことで見方が変わった。 

・ 農業という大きな括りではなく、1 人の農家と話し合うことで、日本の農業はこう

いう人達に支えられ、どういう問題を抱えているのか興味を持つことができた。 
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・ 農業においても、ビジネスプランを考えるときにはアイディアも大切だが、具体的

な資金を見つめることも大切だと感じた。 

 

【農業への親近感について】 

・ 棚田で農作物を収穫する以外の活用法があるという考え方から様々な楽しみがあ

ると感じた。 

・ 農業が身近になった。 

 

【農業の将来について】 

・ 農業の未来について、より幅広く考えることができた。 

・ 農業の変革期を感じた。改善次第で明るい産業にできると感じた。 

・ 農業でたくさんの人が関わり、新しい取組が生まれていることに驚いた。 

 

③ -１ プログラム全体の良かった点について 

・ 実際に見て、体験して、知った上で計画できた。 

・ 実地での体験や交流、プレ・アグリソンでの話し合いの場から設けられてよかった。 

・ 各界の人々を関わることができ、みな親切に様々なことを話してくれた。 

・ 農家の意見を聞き、それに基づいたプランを作ることができた。 

・ 何度も話し合って納得するまで議論できた。 

・ 自分の視野が広がった。 

・ 農業についてより知ることができた。 

・ 自分一人の力では不可能なことを体験できた。 

 

④ -２ プログラム全体の良くなかった点について 

【体験プログラム】 

・ 天候の制約を受けた。 

 

【プレ・アグリソン、及びアグリソンに向けての事前準備】 

・ プレ・アグリソンからアグリソンに向けた深堀りをもっとすべきだった。 

・ スケジュール調整が上手くいかず、プレ・アグリソンが困難であった。 

・ 準備にあまり時間を割けなかった。また、認識に差があった。 

 

【アグリソン】 

・ 時間が少なかった。もっと詰める時間があれば良かった。 

・ プレゼン資料を Powerpointで作りたかった。 

・ 他大学の人たちとも交流したかった。 
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⑤ 次年度の参加について 

【アンケート結果】 

・ 参加したい  ：12 

・ やや参加したい：３ 

 

⑥ その他の意見 

【全体について】 

・ 農家の意見を聞いたり、様々な分野の人とのつながりができたりと大きな財産にな

った。 

・ いろいろな人が関わることで事業が生まれ、それが社会人の仕事だと分かった。 

・ 今回のような体験はなかなかできるものではないため、今後の社会人生活にも活か

したい。 

・ 普段の大学生活では広げることのできない部分の視野を広げることができた。 

 

【アグリソンについて】 

・ プレゼンテーションの重要性を知った。 

・ 考案したプランは、金銭面等の現実的なことを棚に上げたプランだったため、もっ

と実現できるようなプランを作りたい。 

・ 他の班から新しい着想を得ることもできた。 

・ あまり具体的な案を出すことができなかった。 

 

【農業について】 

・ ビジネスという視点が絡むと農業の見え方が全く変わってくると感じた。 

・ 農業が人に魅力的だと思われる職業になってほしい。 

・ もっと農業界の現状について知りたくなった。 

・ 農業にどんな形であるかは分からないが、携わってみたいと思うようになった。 
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金沢大学、北陸農政局 共創事業 アグリソン開催後アンケート 

＜農業者＞ 

①-１ プログラム全体を通じて良かった点について 

【学生への視点】 

・学生が自身の案を積極的にプレゼンしている姿が良かった。 

 

【農業者側のメリット】 

・学生の新鮮なアイディアと感性に触れることで新たな知見を得た。 

 

【運営上、その他】 

・体験プログラムとアグリソンの参加者が同じ学生だった事が良かった。 

・前回に比べ、学生たちが課題に向き合える場所と時間が設けられたこと。 

・ビジネスプラン発表後に農家が感想を述べる場面があったこと。 

 

①-２ プログラム全体の今後改善すべき点 

【アグリソン、ビジネスプランについて】 

・アグリソンについては、学生主体の企画であるべきだった。 

・前回に比べ、数字の意識が低いように感じた。 

 

【事業全体に関して】 

・金沢大学の先生方が各チームに参加することで、議論が深まると思った。 

・過去にプログラムに参加した学生と連携すると面白いと思った。 

・学生が具体的な案を考えるために、農業者との打ち合わせを複数回設けた方が良い。 

・農業者の課題に取り組む際、頓挫した計画やまだ取り組んでいない方法からアプロー

チすることでビジネスプランが実現しやすいと思われた。 

・プレアグリソンは、オンライン会議でも参加可能な体制が良かった。 

・プレアグリソンで学生の意見を尊重しながら農業者の意見を取り入れると、アグリソ

ンでより現実的なプランを作ることができると思った。 

 

②次年度の参加について 

【アンケート結果】 

・積極的に参加したい：３ 

・参加を検討する  ：３ うち１者が、他の農家にも経験してもらいたいため譲る等の検討 

うち１者が、日程さえ合えば参加したい。 
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【理由】 

・学生（若者）とかかわることで、若い世代の感性や今の状況、求めていることなどを知

るきっかけとなる。 

・学生以外の専門家の方と知り合うことで、様々な繋がりが持てる。 

・別の課題だとどのような案が考えられるのか単純に興味がある。 

・実際に実現したいアイディアもあったので、次年度も日程さえ合えば参加したい。 

 

③ 次年度取り組むに当たっての新たな企画について 

【外部との連携】 

・学園祭や法人、個人が出店しているイベントで学生と農業者、プランナーさんが一緒

になり販売する。 

・青年農業者の集まりに、学生やプランナーに参加してもらい、発表や懇親会での意見

交換で、農業者の想いに触れてもらう。 

・県立大学や翠星高校などの農業系の学校と連携したい。学生の栽培技術の知識や経験

から話を展開できると期待している。 

・美大などの芸術系の学校と連携したい。『農業をデザインでクリエイティブにするには』

などの新たな切り口から課題解決に取り組めると思う。 

 

【新たなプログラムについて】 

・ビジネスコンテストの要素を増やし、プレゼンに多くの時間をさくことで学生に良い

機会を与えられる。 

・他のグループとの交流があると良い。同じ時間・空間に居たことをプラスに転じさせ

たい。 

・農業を通じて日本（地域）の未来を考える討論を設ける。 

 

④その他の意見 

・自身の課題がざっくりしたテーマだったのにも関わらず、積極的に案が多く出され学

生には大変感謝している。 

しかし、話が広がり過ぎる事もあったので、農家が目的を絞った方が良かったと反省し

ている。 

・成果につなげるためには、農業者側がよりコミットする必要がある。 

そのため農業者の熱量に応じて、絡む時間を増やしてよいと考える。 
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金沢大学、北陸農政局 共創事業 アグリソン開催後アンケート 

＜プランナー＞ 

①-１ プログラム全体を通じて良かった点について 

【学生への視点】 

・企業の参加により、学生の視野を広げられたこと。 

・学生の柔軟な思考に感心した。 

 

【運営上、その他】 

・昨年に比べ、短時間ではあったが、スムーズに進められた。 

・昨年に比べ、プレアグリソンがしっかり取り組めていたこと。 

・プレアグリソン後に、アイデアの発散の場が設けられていたこと。 

・全体的に楽しい雰囲気であったこと。 

 

①-２ プログラム全体の今後改善すべき点 

【アグリソン、ビジネスプランについて】 

・発表の際、各チームが記載したシートが見づらいため、スキャンで取り込んだシートな

どを用いてプレゼンすべきだった。 

・前回と比較し、経費などお金に関する点がほとんど触れられなかったこと。 

・アグリソン開始前までに、プレアグリソンでの他のグループの意見について周知させる

べきだった。 

・プレアグリソンで大体の方向性を決定した上で、時間をおいて情報収集を行った後にア

グリソンに臨むのが良いと思った。 

 

【事業全体に関して】 

・ポストアグリソンについて具体的な進め方を示すべきだと思った。 

・今回のパートナー事業者が IT系の方なのは疑問であるため、農業支援する中で適切なパ

ートナー事業者を検討するべきだと思った。 

・長期的には意識の高い学生ではなく、意識の低い学生を取り込むべきだと思った。 

・事業の目的から逸れないように、単なるビジネスコンテストにならないようにする。 

 

②次年度実施の参加について 

【アンケート結果】 

・特段の謝礼がなくても積極的に参加したい：３ 

・今回程度の謝礼であれば参加したい：２ 

・参 加 を 検 討 す る （ 時 間 が 合 え ば ）：１ 

【理由】 
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（特段の謝礼がなくても積極的に参加したい） 

・農業者の方から、多くの刺激が得られる。 

・若い人と接するのは刺激が得られる。 

・取り組む学生の活き活きとした姿や、幅広いアイデアに耳を傾け前向きな生産者の姿

を見ることができる。 

・日頃の活動とは異なる新鮮な学びがある。 

・農業分野は日本の食糧問題など重要な分野であり、今後も勉強していきたい分野であ

るため。 

 

（今回程度の謝礼であれば参加したい) 

・完全なボランティアでは、生産性向上につながらない。 

・少額であってもお金をつけることの意義や価値などを大切にすることで，将来的に，

より多くの外部の支援が集まる場を構築することにつながると考えているため。 

 

③ 次年度取り組むに当たっての新たな企画について 

【外部との連携】 

・オープンキャンパスなどで高校生を交えたミニアグリソンの実施。 

・地元製造メーカーなどと連携し、実際に商品開発を行う。 

 

【新たなプログラムについて】 

・商品化できるビジネスプランについては、コンテストで売り上げ及び学生人気の No1 を

決定する。 

・アグリソンで 1 位のグループには、優勝の賞金として大学と農政局がバックアップし、

アイデアの実現に向けてサポートする。 

 

④その他の意見 

・大学生の数に対して、大人の数が多すぎる。大人が介入しすぎているので、もう少し大

学生主体の取組にすべき。 

・素晴らしい取組なので、今後も継続してほしい。 
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金沢大学、北陸農政局 共創事業 アグリソン開催後アンケート 

＜日本政策金融公庫＞ 

①-１ プログラム全体を通じて良かった点について 

【学生への視点】 

・体験プログラム、プレアグリソンを通じて、学生なりにアイディアを抽出していたと

ころ。 

・学生が議論の中心となり、沈黙する時間がほとんど無かった。 

 

【運営上、その他】 

・プレアグリソンで素案を考えていたため、議論がスムーズに進んだ。 

・コロナ禍であったが会場設営を工夫し、リアルな場での開催を実現したこと。 

・学生が発言しやすい雰囲気が醸成されていた。 

・プランナー及び農業者が出席することにより、アイディアに対する評価や課題を即時

フィードバックされていた。 

 

① -２ プログラム全体の今後改善すべき点 

【アグリソン、ビジネスプランについて】 

・具体的な事業展開の方法、実現可能性まで議論するには時間が足りなかった。 

・アグリソン開始時点で学生のビジネスプラン検討の進捗状況が分からなかった。 

・発表時の資料投影方法を事前に周知してほしかった。 

 

【事業全体に関して】 

・学生の年次により、考察や発表に差が出ていたため、グループ分けで調整してほしい。 

 

【その他】 

 ・会場をアクセスのしやすい場所にしてほしい。 

 

② 次年度の参加について 

【アンケート結果】 

・積極的に参加したい：４ 

・参加を検討する  ：１  

 

【理由】 

（積極的に参加したい） 

・農業者の取り組みを聞くことができ、勉強になったから。 

・普段接する機会のない分野の専門家の意見を聞けるから。 
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・経営課題に直面している農業者の課題解決について考えることは、普段の業務に活か

すことができるから。 

・学生の真剣な討議や新鮮なアイディアに刺激を受けることが出来るから。 

 

（参加を検討する） 

・学生や他業界の方が農業についてどのように考えているかを知る貴重な機会だから。 

 

③ 次年度取り組むに当たっての新たな企画について 

【新たなプログラムについて】 

・アグリソンで考案したビジネスプランを実行し、実務面の経験をしてもらう。 

・過去 2 回のアグリソンで検討されたビジネスプランを実行し、その結果のフィードバ

ック（課題や解決策など）があれば大変興味深い。 

・１つの課題をチームに分かれて討議、発表する。 

 

④その他の意見 

 ・「ビジネスプラン」を考えるという本来のアグリソンの趣旨を鑑みると、実際の到達点

に物足りなさを感じる。（特に農業「経営」の観点） 

次回開催にあたって、「経営」を意識したビジネスプランを創設するか、アイディアを

生み出すことを目標にするのか方向性を定めてはいかがか。 
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金沢大学、北陸農政局 共創事業 アグリソン開催後アンケート 

＜IT系企業＞ 

①-１ プログラム全体を通じて良かった点について 

【学生への視点】 

・学生にとっても、農業の現場課題に触れ、課題解決を考える非常に良い機会だったと 

推測する。 

 

【IT系企業側のメリット】 

・若い学生の方々の実現可能か否かにとらわれないフレッシュな発想に触れることが

出来た。 

・学生に対して自分たちが役に立てる知識、ノウハウを持っていることを実感できた。 

・学生が主体的に考え、アイデアを出していることが刺激になった。 

・農家の方から直接、置かれている環境・事業の取り組み内容・課題を聞いて、持って

いたイメージを、現場の生の声としてリアルに感じることができた。 

・異業種集合は生産性があると体験できた。 

・様々な方と関係性を築くことができた(人脈が広がった)。 

・今まで接することのなかった内容で刺激になった。 

 

【運営上、その他】 

・参加者双方に発見や気づきがあった。 

・学生のアイデアを異なる分野の方々が越境的に関わり、形にしていく点が素晴らしい。 

 

① -２ プログラム全体の今後改善すべき点 

【アグリソン、ビジネスプランについて】 

・学生が事前に考えたアイデアを時間内で発表レベルまで持って行くことは苦しかっ

た。 

 

【事業全体について】 

・全体の流れの中での位置づけ、到達すべき目標点が明確になっていれば議論の準備が

しやすいと思った。 

・自分のチーム以外の農家ともお話できる時間が欲しかった。 

・そもそもの活動のコンセプトをもう少し明確にした方が良いと感じた。 

・学生を中心に考えるのであれば、最終目標を事業計画にするのではなく、課題の中か

ら学生としてできることを最終目標とし、発表しても良いと思った。 

・ITベンダーとして参加するにあたり，ICT技術を活用する条件を一つでも入れていた

だけるとよいかと思った。 
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・農家が求めている答えと学生が出すゴールがかけ離れたときにどちらに歩み寄るべ

きなのか悩ましい。どちらも正しいと思うが、終わった後にお互いにボタンの掛け違

いにならないように工夫をしたほうがよいと感じた。 

・農家の経営課題をどのように解決していくかの議論が、農家の想いと学生のアイデア

を上手に合わせられる仕組みがあると良いと感じた。農家が最初にガイドラインを示

しては。 

 

②次年度の参加について 

【アンケート結果】 

・積極的に参加したい：４ 

・参加を検討する：３ 

 

【理由】 

（積極的に参加したい) 

・本事業を通して視野の狭さを認識させられたり、越境的に農業を考えたりするなど 

学生と関わることで刺激になったから。 

・農業をテーマとし、学生が主体となり、社会人が一緒に思考を巡らせる。このような

体験ができる場は多くないから。 

・産学官連携での取組は一組織だけでは描けないものを描くことができるし、参加者自

身の成長にも繋がっており、大きな可能性を感じるから。 

・日常業務にない、新たな気づきを得られて有意義に感じたから。 

 

（参加を検討する） 

・市場での新たなる課題の発掘し、新しいビジネスの種を導き出せればよいと思うから。 

・自分の知らない価値観や世界観、課題を体験することが出来て、自身の価値観の幅を

広げる可能性を得られるから。 

・今後の北陸の農業や農家の方々の一助になれるように継続的に努めたいと考えてい

るから。 

 

③ 次年度取り組むに当たっての新たな企画について 

【外部との連携】 

・エネルギーや医療など幅広い分野の企業との連携があっても良いかもしれない。 

 

【新たなプログラムについて】 

・商品化までを目指し、学園祭や農家さんの地元のイベントなどで模擬店での販売や

デモ、実証実験など。今後の通年開催で就農に結びつくような形が好ましいかと思

う。 

・取り組み成果や商品の紹介を兼ね、まちなかで観光客や地元の方々に地元の農業を 

より深く知っていただくイベントを開催。 
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・学園祭やその他イベントでの商品販売など、具体的なアクションまで結びつくよう

な企画 

 

【その他】 

・学学連携などに発展できれば、農業×学生による農業からの地方創生という視点で

より深みを増した取り組みへと発展できるかと考える。 

・実際に農家が実践できる企画立案や、現実課題に対する事業に興味がある。 

・今回実際に実行に移したものについては、実際にその結果を見てさらにどうだった

か同じメンバーで振り返ってみては。 

・アイデアコンテストにて、更に自由な発想出しや、若年層へ農業に対する関心をも

ってもらうきっかけづくりに生かしてみてはどうか。 

 

④その他の意見 

・来年の開催も楽しみにしている。 

・あまりよいアイデアを出せずに終わってしまい、自分自身では消化不良を感じてお

り、チームのメンバーには申し訳なかった。 

 


