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［  科目 A　６次産業化実践論　 ］ 
「６次産業化の枠組み」に関する議論から始め、様々な事例分析を通じて 6 次産業化の成功要因／失敗要因を抽出する「ケー
ススタディ」と、仮想事例を用いた経営シミュレーションを行う「ケースメソッド」に取り組み、考えるコツを修得します。

０. オリエンテーション
本事業・講座開講の意義・目的、受講に関する諸注意、講義スケジュール・内容、修了要件、通信簿・課
題等の提出

2.６次産業化の必要性と展開パターン
6 次産業化とは何か、なぜ 6 次産業化が必要なのか、6 次産業化の展開パターンと課題、6 次産業化の
仕組み、農と食のバリューチェーン（価値連鎖）、6 次産業化を推進する人物像

4. 連携型６次産業化事例Ⅰ
連携型６次産業化とは、【パート１】事例紹介、【事例１】ＪＡ氷見市（富山県氷見市）、【事例２】　お菓子
のポルシェ（沖縄県読谷村）、【パート２】理論、連携の目的と要件

６. 行政機関における６次産業化の支援施策と支援機関
6 次産業化の理念について～イノベーションとバリューチェーン～、25 年度の推進体制について～法認定と
予算～、九州における 6 次産業化の推進、6 次産業化・地産地消法に基づく認定者（宮崎）

1. コミュニケーション手法
コミュニケーションとは何か、コミュニケーションの基本、コミュニケーションの目的、プレゼンテーション、
「情報圧縮力」の構成、プレゼンテーションの豆知識

3. 融合型６次産業化事例
融合型６次産業化とは、【事例１】秋田ニューバイオファーム（秋田県由利本荘市）、【事例２】　丸本酒造（岡
山県浅口市）、【討議１】自身のポジションを変える必然性（融合の必然性）

5. 連携型６次産業化事例Ⅱ
【パート３】実践論、アジェンダ 1. 相手を知る　( 連携の準備 )、2.「補完性」を求める、3.「安定性」を求める、
4.「発展性」を求める、5. 落とし穴を回避する

７.ケースメソッドの実施方法の解説
ケースメソッドとは何か、ケースメソッドの目的、ケースメソッドで養う能力、ケースメソッドに参加する上
での態度、ショートケースによるイメージづくり

８.ケースメソッド：ケースⅠのグループワーク
ケース教材 :「牧野りんご園の将来展開」についての SWOT分析、戦略代替案の提示と検討、戦略代替
案の具体化による将来像、将来像の実現化（仕事の設計・バリューチェーンの設計）、グループ討議

９.ケースメソッド：ケースⅠの解説
同上、グループ発表、解説

10.ケースメソッド：ケースⅡのグループワーク
ケース教材「四国ファームの販路拡大方策」についてのマーケティング（セグメンテーション、ターゲティン
グ、ポジショニング）、マーケティング・ミックス（４P）の設定、グループ討議

11.ケースメソッド：ケースⅡの解説
同上、グループ発表、解説

12. 輸出型６次産業化事例とそのポイント
どうしていま輸出にとりくむのか？　輸出型６次産業への取り組み（地域資源の探索、保存、利活用、開発、
輸出）、ポイント１：通関士、ポイント２：ハラール認証

13. 海外６次産業化事例
世界では何を作って、何を食べているのか？　食材は豊富か？　輸出にどのような販路を見つけるか？　世
界の日系人・日系企業、ブラジル・タイ・インドネシアの事例

14. 食品系の６次産業化実践論
そもそもマーケティングをいちいち考えないといけないのは何故？　マーケティングの視点から商品開発へ
の思考を探る、彼を知り己を知れば百戦危うからず、メーカの責務をもう一度考える

15. 非食品系の６次産業化実践論
同上

日時 パート 講義名 講師

10/8（火）

18:00 ～ 21:15
オリエンテーション

オリエンテーション 宮崎大学農学部　川村　修

コミュニケーション手法 宮崎大学農学部　明石　良

10/10（木）

18:00 ～ 21:15
６次産業化概論パート

６次産業化の必要性と展開パターン 三菱総合研究所　池田佳代子

融合型６次産業化事例 三菱総合研究所　池田佳代子

10/15（火）

18:00 ～ 21:15 ６次産業化

ケーススタディパート

連携型６次産業化事例Ⅰ 三菱総合研究所　山部裕子

連携型６次産業化事例Ⅱ 三菱総合研究所　山部裕子

10/17（木）

18:00 ～ 21:15

行政機関における６次産業化の支援施
策と支援機関

九州農政局宮崎地域センター　宮崎正邦･酒井文雄

ケースメソッドパート

ケースメソッドの実施方法の解説 宮崎大学産学・地域連携センター　新城裕司

10/24（木）

18:00 ～ 21:15

ケースメソッド：
ケースⅠのグループワーク

宮崎大学産学・地域連携センター　新城裕司

ケースメソッド：ケースⅠの解説 宮崎大学産学・地域連携センター　新城裕司

10/31（木）

18:00 ～ 21:15

ケースメソッド：
ケースⅡのグループワーク

宮崎大学産学・地域連携センター　新城裕司

ケースメソッド：ケースⅡの解説 宮崎大学産学・地域連携センター　新城裕司

10/29（火）

18:00 ～ 21:15

海外・実践パート

輸出型６次産業化事例とそのポイント 宮崎大学農学部　明石　良

海外６次産業化事例 宮崎大学農学部　明石　良

10/22（火）

18:00 ～ 21:15

食品系の６次産業化実践論 （株）ホスピタブル　松清一平

非食品系の６次産業化実践論 （株）ホスピタブル　松清一平

■  科目 A　６次産業化実践論 講義内容

オリエンテーション

６次産業化概論パート

６次産業化
ケーススタディパート

ケースメソッドパート

海外・実践パート

科目 A　６次産業化実践論
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科目 B　1・2・3 次産業基本論

［  科目 B　1・2・3 次産業基本論　 ］ 
6 次産業化を構成する 1 次（農林水産）・2 次（加工）・3 次（流通・サービス）の各産業の最近の動向と、食品加工、食品
流通、フードコーディネートに関する基本的な知識を習得します。

日時 パート 講義名 講師

11/5（火）

19:00 ～ 21:15

オリエンテーション オリエンテーション 宮崎大学農学部　川村　修

地域資源利用パート

農林水産業の現状と地域産業振興Ⅰ（農業） 宮崎県総合農業試験場　中村　薫

11/7（木）

18:00 ～ 21:15

農林水産業の現状と地域産業振興Ⅱ（林業） 宮崎大学農学部　藤掛一郎

農林水産業の現状と地域産業振興Ⅲ（畜産業） 宮崎大学農学部　石井康之

11/12（火）

18:00 ～ 21:15

農林水産業の現状と地域産業振興Ⅳ（水産業） 宮崎大学農学部　吉田照豊

加工・防疫パート

食品開発における栄養と機能 宮崎大学農学部　榊原陽一

11/14（木）

18:00 ～ 21:15

食品加工論Ⅰ 宮崎大学農学部　西山和夫

食品加工論Ⅱ 宮崎大学農学部　西山和夫

11/19（火）

18:00 ～ 21:15

食品加工における安全・衛生管理／関
連法規

宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター　三澤尚明

流通・販売メニュー

開発パート

農場から食卓までの食品衛生管理 宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター　三澤尚明

11/26（火）

18:00 ～ 21:15

フードシステム論（基礎編・動向編） 宮崎大学教育文化学部　篠原久枝

フードコーディネート論（理論編・実例編） 宮崎大学教育文化学部　篠原久枝

11/21（木）

18:00 ～ 21:15
新事業創出パート

物質・エネルギー利用型地域資源利用論 愛媛大学社会連携推進機構　村田　武

サービス提供型地域資源利用論 みやざきグリーンツーリズム研究会　松元健蔵

11/30（土）

8:30 ～ 16:30
実習パート

農場・加工場視察実習Ⅰ あさぎり町／川村　修（宮崎大学農学部）

農場・加工場視察実習Ⅱ 繊月酒造／川村　修（宮崎大学農学部）

■  科目 B　1・2・3 次産業基本論 講義内容

オリエンテーション

地域資源利用パート

加工・防疫パート

流通・販売メニュー
開発パート

新事業創出パート

実習パート

０. オリエンテーション
科目 B 開講の意義・目的、受講に関する諸注意、講義スケジュール・内容、修了要件、通信簿・課題等の
提出について

1. 農林水産業の現状と地域産業振興Ⅰ（農業）
宮崎の農業の特徴・課題（自然条件、社会条件、全国での宮崎県農業の位置、宮崎県での位置、農業構
造、農産物の動き、農業経営、気象災害・鳥獣害、等）、宮崎県農業の振興策（ひと、とち、ものづくり、
環境づくり、等）

5. 食品開発における栄養と機能
栄養素とは、食品機能とは（食品の一次機能・二次機能・三次機能）食品の機能性評価法、特定保健用
食品とは、特定保健用食品制度について、特定保健用食品の保健用途の表示内容と関与成分および想定
される作用機序

7. 食品加工論Ⅱ
食品加工における微生物の利用（食品加工に利用される主要な微生物、微生物の一般的性質、微生物の
制御、微生物を利用した食品）、食品加工の方法、乾燥、加熱殺菌、粉砕、蒸留

8. 食品加工における安全・衛生管理／関連法規
食品衛生法と衛生法規について、食品衛生法について、食品の規格基準について、農場から食卓までとい
う考え方、安全と安心の違いは？HACCP による衛生管理

2. 農林水産業の現状と地域産業振興Ⅱ（林業）
林業概論（我が国の森林資源、林業の歴史、生産・加工・流通の仕組み、産業の規模）、宮崎の林業（活
発な素材供給、飫肥スギ）、六次産業化に向けて（最近の政策課題、木材利用、森林利用）

3. 農林水産業の現状と地域産業振興Ⅲ（畜産業）
九州農業の全国に占める割合とその構造、わが国および九州における畜産および飼料作物・牧草栽培の
現状、TPP 締結と日本畜産の諸問題、暖地型牧草・矮性ネピアグラスの南九州離島を含む小規模肉用牛
繁殖農家への普及

4. 農林水産業の現状と地域産業振興Ⅳ（水産業）
水産業の現状、日本の水産業の果たす役割、問題点は？将来はどのような水産業を目指すのか？儲かる水
産業の実現（コスト削減、経営力のある体制の整備、魚価の向上、付加価値をつける、ブランド化）

6. 食品加工論Ⅰ
食品加工の目的、加工のメリット、食品の主要な成分、食品加工における酵素の利用、アミノ酸の味、食
品のヒトにおける生理機能情報

9. 農場から食卓までの食品衛生管理
リスク分析について、食品製造者責任者の責任、危機管理意識の向上、リスクコミュニケーションの勧め、
トレーサビリティー、米国の食品衛生事情、動物の福祉と食品衛生、消費者が生産者・製造者に求めるものは？

10.フードシステム論（基礎編・動向編）
11.フードコーディネート論（理論編・実例編）
フードシステムとは、食料経済発展の 4 段階、「フードシステムの視点」の必要性、フードコーディネート
とは、フードコーディネーター資格、フードコーディネーターに必要な知識、「和食；日本人の伝統的な食
文化」のユネスコ無形文化遺産代表一覧表への提案について、美味しさの要因、官能評価、実践（自分の
味覚力と味覚の意義、味覚の生理的な意味、嗅覚力、五感で味わおう）

12. 物質・エネルギー利用型地域資源利用論
農山漁村むらづくり：再生可能エネルギーで農業・農村再生、再生可能エネルギー特別措置法、梼原町の「自
然エネルギーを活用した町づくり」、ドイツのライファイゼン・エネルギー協同組合で「100％再生可能エネ
ルギー地域」づくり、再生可能エネルギーで地域経済の再生を

13.サービス提供型地域資源利用論
サービス提供型地域資源利用とは、都市と農山村交流の背景、都市と農山村交流の取り組み、市町村の
取り組み、都市と農山村交流の課題、取り組み事例の紹介（西米良村「小川作小屋村運営協議会」、五ヶ
瀬町「夕日の里づくり推進会議」、諸塚村「諸塚型グリーンツーリズムまちむら応縁倶楽部」、西都市「西
都市グリーン・ツーリズム研究会」）

14. 農場・加工場視察実習Ⅰ
別掲（P16）

15. 農場・加工場視察実習Ⅱ
別掲（P17）
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科目 B 　視察実習

◆視察場所：球磨郡　あさぎり町　商工観光課／（有）あさぎり町ふるさと振興社 ◆視察場所：人吉市　繊月酒造株式会社

　あさぎり町から（有）あさぎり町ふるさと振興社へ委託した「販路拡大事業費」を活用して、地元の農林水産物
を原材料とした加工食品の販路拡大に取り組む企業や個人事業者を支援するなど、6 次産業化を推進しています。

　明治 36 年の創業、厳選された米と球磨川の伏流水を用いて造られる本格焼酎（球磨焼酎）を、近代化された工
場で伝統的な手法を継承しつつ生産し、2013 ロサンゼルス インターナショナル スピリッツ アワード　焼酎部門
にて最高金賞を受賞、外部者の工場（蔵）見学も積極的に受け入れ、イベントの開催や寄付など、地域に貢献する
活動にも取り組んでいます。

●ふれあい物産館の見学

●農産物加工場の見学

●  6 次産業実践家（椎葉 聖氏・

矢神活朗氏）の講演と意見交換

●工場見学と酒造過程の学習

●生産物の試飲と意見交換

■  視察実習Ⅰ ■  視察実習Ⅱ

科目 B の実習パート（14・15 回／農場・加工場視察実習Ⅰ・Ⅱ）では、熊本県での 6 次産業化、特に地域産品を
使った取り組みについて現地視察を行い、見識を深めました。

椎葉 聖氏

矢神活朗氏
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科目 C　経営・マーケティング基本論

［  科目 C　経営・マーケティング基本論　 ］ 
「ビジネスとしての農業・水産業」に必要な経営戦略、マーケティング、財務会計、知的財産マネジメント等に関する知識
を体系的に学習します。

日時 パート 講義名 講師

12/3（火）

19:00 ～ 21:15

オリエンテーション オリエンテーション 宮崎大学農学部　川村　修

経営管理パート

農業経営と企業経営 宮崎大学農学部　山本直之

12/5（木）

18:00 ～ 21:15

地域活性化に向けた新事業創出 宮崎大学農学部　山本直之

経営理念／組織・経営者論 宮崎大学農学部　山本直之

12/10（火）

18:00 ～ 21:15

組織経営と地域ネットワーク形成 宮崎大学農学部　山本直之

経営戦略 宮崎大学農学部　山本直之

12/12（木）

18:00 ～ 21:15

経営理念とその浸透 宮崎大学農学部　山本直之

マーケティングパート

６次産業化と知財管理 宮崎大学産学・地域連携センター　新城裕司

12/17（火）

18:00 ～ 21:15

食のマーケティングⅠ（市場環境分析） ティーネットプロ（有）津曲智英

食のマーケティングⅡ（STP） ティーネットプロ（有）津曲智英

12/19（木）

18:00 ～ 21:15

食のマーケティングⅢ

（マーケティング・ミックス）
ティーネットプロ（有）津曲智英

食に関する経営情報戦略 ティーネットプロ（有）津曲智英

12/24（火）

18:00 ～ 21:15

財務会計Ⅰ 飯田三和税理士事務所　飯田三和

財務会計Ⅱ 飯田三和税理士事務所　飯田三和

12/26（木）

18:00 ～ 21:15

商品開発実務Ⅰ （株）ホスピタブル　松清一平

商品開発実務Ⅱ （株）ホスピタブル　松清一平

■  科目 C　経営・マーケティング基本論 講義内容

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

０. オリエンテーション
科目 C 開講の意義・目的、受講に関する諸注意、講義スケジュール・内容、修了要件、通信簿・課題等の
提出について

1. 農業経営と企業経営
農業をめぐる情勢、食料自給率低下と宮崎県農業実態調査、農業・食料産業をめぐる外部環境の変化、
消費者ニーズと流通の変化、農業発展に向けて、新福青果の事例と経営改善のポイント

7.６次産業化と知財管理
事業と知的財産の関係、自社の付加価値 ( 他社との差別化、競争優位 ) の要因、六次産業化に関係の深
い知的財産権、知的財産権制度

4. 組織経営と地域ネットワーク形成
組織生産管理と分業～生産管理と「分業」～ 、「地域ネットワーク」形成のために～その重要性と農業に
おけるネットワーク～ 

10. 食のマーケティングⅢ（マーケティング・ミックス）
グループディスカッション1：マーケティング・ミックスの位置づけ、マーケティング・ミックスとは、価値の
創造、価値の伝達、事例分析、グループ･ディスカッション：マーケティング・ミックスの整合性、顧客へ
の伝達度の確認～顧客満足度～

13. 財務会計Ⅱ
同上、日本政策金融公庫宮崎支店より、各種金融支援制度についての紹介・説明

15. 商品開発実務Ⅱ
同上

2. 地域活性化に向けた新事業創出
地域における雇用と新事業、地域資源を活用した活性化の取り組み、農企業における６次産業化への取り
組み、新事業創出による農業活性化のポイント～６次産業化の視点から～

8. 食のマーケティングⅠ（市場環境分析）
マーケティングとは何か、マーケティングの全体像、マーケティングを実践する上でのポイント、市場環境
分析とは、SWOT分析とは、SWOT分析の進め方、グループディスカッション

5. 経営戦略
経営戦略とは？～事業戦略と機能戦略～、戦略分析の考え方、農業分野における経営戦略、補論：損益
分岐点分析の考え方

11. 食に関する経営情報戦略
消費者の購買プロセスとＩＴ、流通システム、サプライチェーンマネジメントの基礎、食品ビジネスのＩＴ戦
略事例、情報化の潮流

14. 商品開発実務Ⅰ
売上と利益を正確に知る、人件費はどのように配分されるのか ? 粗利益率が低い会社はどうすればいいの
か ?「商品開発」という言葉に踊らされると失敗することを理解する 、「いいもの」は売れません「売れるもの」
を作ることが大事です、キーワードは「ソリューション」である、相手の悩みを解決してあげることである、
「相手の実情」を知らずして商品なんか売れません、「お金をもらって、ありがとうと言われる」ことを目的
とする

3. 経営理念／組織・経営者論
経営とは？経営組織とは？「農業経営」と「企業経営」、経営理念とは？「人事管理」の考え方、経営学に
おけるリーダーの考え方、 リーダーに求められるスキル、農業にみるリーダーの役割

9. 食のマーケティングⅡ（STP）
セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング、ブランディング、マーケティング・ミックス、グルー
プディスカッション、地域ブランディング

6. 経営理念とその浸透
宮崎県における６次産業化への支援、６次産業化取組のアンケート結果～三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社実施～、経営理念とその浸透に向けて

12. 財務会計Ⅰ
財務諸表の設計思想と構成要素、同演習、事業収益性の試算方法としての損益分岐点とその計算方法、
同演習、総資産利益率、原価計算の枠組み、事業計画評価、資金繰りの基本的考え方（黒字倒産をしな
いために）、財務諸表
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科目 D　新事業創出実践論

［  科目 D　新事業創出実践論　 ］ 
科目 A ～ C で習得した知識を活用して、ビジネスプランをグループごとに作成します。最終回の成果発表会ではビジネス
プランの完成度をコンテスト形式で競います。その過程を通して、6 次産業化による新事業創出のポイントを学習します。

■  科目 D　新事業創出実践論 講義内容

オリエンテーション

事業戦略パート

マーケティングパート

収支計画パート

ビジネスプラン
発表パート

０. オリエンテーション
科目 D 開講の意義・目的、受講に関する諸注意、講義スケジュール・内容、修了要件、通信簿・課題等の
提出について

1.プレゼンテーション手法
プレゼンテーションの重要性、ビジネスプランのプレゼンテーション、プレゼンテーションの方法、ジョブス、
田中角栄に学ぶプレゼンテーション、古今東西の演説・プレゼンテーション、プラン（課題）発表

7. 事業内容と事業目標の設定Ⅱ
同上

5. 事業環境の分析
6 次産業化の課題例について、生産関係の課題例、加工関係の課題例、販売関係の課題例、企業管理関
係の課題例、グループ討議 

12-1. ビジネスプラン（事業計画）
事業計画書作成（事業のストーリー作り、作り方のポイント）、事業テーマ、背景、市場規模、優位性、実現性、
将来性、収益性、グループ討議

12-2. 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
12-1の継続

14. ビジネスプランの発表会Ⅰ・15. ビジネスプランの発表会Ⅱ
別掲（P22-24）

2. 経営理念の策定
経営理念の重要性（何が明文化されているか）、理念を伝える対象、他社の経営理念例、経営理念・経営方針・
スローガンの関係、グループ討議

8.マーケティングの手法
環境分析、環境分析手法（PEST 分析、SWOT分析）市場における商品価値（バリューチェーンの作成）
市場性の検討、ポジショニング、プランニング（5W1H）、グループ討議

4. 製品・サービスの設計
財務諸表の簡単な見方　（コスト情報を読み解く）、半導体工場の取組み事例（もの造り革新活動）、もの
造り活動を農業に応用、３つの視点で製品・サービスを設計（顧客の視点、キャシュフローの視点、組織
の視点：人材活用）

10. 収支計画の策定方法
新規事業概要（事業内容概要、経営理念、経営方針、取扱い商品・サービス、市場性、競合性等）、必要
事業資金、事業収支計画書概要、事業収支計画（5カ年）資金繰り計画（1カ年）人員計画、グループワー
ク

13. ビジネスプランのグループ内分析
グループワーク

3.６次産業化ビジネスの構想
6 次化事業構想のアプローチ（５W１H での組み立て）、グループ討議

9.マーケティングの検討
同上

6. 事業内容と事業目標の設定Ⅰ
事業内容と事業目標の設定どのような商品を・どのような価値を・どのようなサービスを提供したいか、販
売のターゲットは誰か、誰と誰が事業を行うのか、いつから始めるのか（事業のロードマップ）、どこで事
業を行うのか、事業のやり方、商品の形、販売のやり方、ライバルは誰、差別化できるか、喜んでもらえるか、
真似されないようにできるか、儲かるか・儲け続けられるのか（グループ討議）

11. 収支計画の策定
同上

日時 パート 講義名 講師

1/7（火）

18:00 ～ 21:15
オリエンテーション

オリエンテーション 宮崎大学農学部　川村　修

プレゼンテーション手法 企業コンサルタント　吉留省吉

1/9（木）

18:00 ～ 21:15

事業戦略パート

経営理念の策定 企業コンサルタント　吉留省吉

６次産業化ビジネスの構想 企業コンサルタント　吉留省吉

事業環境の分析 企業コンサルタント　吉留省吉

1/14（火）

18:00 ～ 21:15

製品・サービスの設計 ラピスセミコンダクター宮崎（株）谷村真一

事業内容と事業目標の設定Ⅰ （株）エフオーテクニカ　佐田一浩

1/16（木）

18:00 ～ 21:15

事業内容と事業目標の設定Ⅱ 企業コンサルタント　吉留省吉

マーケティングパート
マーケティングの手法 企業コンサルタント　吉留省吉

マーケティングの検討 企業コンサルタント　吉留省吉

1/21（火）
18:00 ～ 21:15 ビジネスプラン発表パート ビジネスプラン（事業計画） 企業コンサルタント　吉留省吉

1/23（木）

18:00 ～ 21:15
収支計画パート

収支計画の策定方法 企業コンサルタント　吉留省吉

収支計画の策定 企業コンサルタント　吉留省吉

1/28（火）

18:00 ～ 21:15
ビジネスプラン

発表パート

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
企業コンサルタント　吉留省吉

ビジネスプランのグループ内分析 企業コンサルタント　吉留省吉

2/1（土）＊
ビジネスプランの発表会Ⅰ

吉留省吉・佐田一浩・谷村真一

宮崎大学
ビジネスプランの発表会Ⅱ

（＊ホテルメリージュ）
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MIYAZAKI もったいない株式会社

宮崎で生まれた意味は何だろう ? これから宮崎に生まれてく
る人に、何を残し、何を伝えていけるだろう。 私たちは、人々
に食の創造で感動を与えることに挑戦し続け、宮崎から日本
に、アジアへ、世界へ !

　日向夏みかん・マンゴー・紫甘藷、ピーマンなど、宮崎野菜をブレンドし
たトマトジャムを加工・販売する。

　原料調達において、規格・規格外の選別作業を省き、省力・効率の向上を
図り、安定経営に資し、一方で糖度計、成分計測機等の提供・データ提供を
行うことにより 生産性向上の取組を行う。
　料理専門家に指導を受け製品開発・販売 委託を行う。加工品開発だけで
なく、一次産品へ要望を取り入れ、生産者・消費者とともに製品改良に取り
組む。
　神戸へのフェリーターミナル移行に伴い、兵庫県・宮崎県の相互交流を図り
ながら、将来的に、全国・アジア・世界 を視野に入れた活動を行う。 
  
　プロの求める製品を作り改良し、また太陽の恵み・宮崎を強調して差別化
する。

経営理念

企業名

■  ビジネスプラン発表会・閉講式

Good じねんじょ株式会社

地域で生産された自然薯を、より多くの皆様に、より多様な
形としてご提供させていただき、お腹の満足、心の満足、そ
して皆様の健康を、根っこから支えます。都城市を、そんな
自然薯の産地となるよう、努めることを誓います。

　居酒屋へ、ひとつ上の一品メニューとして、鍋料理店へ、すりおろした自
然薯が、浮かぶ雲に見えることから、「雲海鍋」とネーミングして提案する。
その他、回転寿司、 しょう油メーカー、 たこ焼きとの連携を考える。
　地域で自然薯を栽培する農家や、現役引退農家に自然薯の栽培を依頼する。 

　自然薯を普段、お店でも食べる機会が滅多にないこと、同じ食材である長
芋と、味や香り、触感などで、差別化できる。 

　弊社が儲かるだけでなく、農家も儲かる関係で、供給を安定させる。 飲食
店で定番メニュー化しやすい食材であるため、一度人気が出れば、その後需
要も安定しやすいと考えられる。

経営理念

企業名

わたしの畑　九州　株式会社

農業資源を有効活用し、農業の新たな価値を創造します。
農業を通し、全ての人の幸福に貢献します。

　東京の企業に勤める 50 代サラリーマンに市民農園での農業指導と生産
物直売所およびネット通販での販売指導を行い、「定年後の田舎暮らし」
をサポートする。

　定年後のセカンドライフを計画しようとしている人 、「田舎暮らし」や
「農業」に興味ある人 、退職金や年金だけでは老後が心配な人は少なくな
い。九州各県の空港から車で 15 分以内の圏内で、地域の農家さん ( 特に
休耕地を抱える方々 )、航空会社 ( 格安チケットの確保 )、近隣の農産物直
売所などと連携し、定年後に「やりがいある仕事」と「収入」を提供する。
　会社の収益は、農作業の代行業務、経営・販売指導、自社サイトによる
ネット通販業務による。
　九州の温暖な気候、観光地としてブランドイメージ、中でも宮崎は、全
国でもトップクラスの物価の安さで、差別化できる。

経営理念

企業名

ビジネスプラン発表会・閉講式

◆ 日　時　平成 26 年 2月1日（土）14 時 00 分～18 時 00 分　

◆ 会　場　 ホテルメリージュ鳳凰の間（3 階） 
宮崎市橘通東３丁目 1-11

本講座における成果の集大成ともいえる、５つの班によるビジネスプランの発表会を、学外で 40 名の参加者のもとに公開
で開催しました。その後、閉講式を執り行い、宮崎大学農学部長より受講生に修了証書・受講証書が授与されました。

◆ ビジネスプラン（A 班） ◆ ビジネスプラン（C 班）

◆ ビジネスプラン（B 班）

（13：00～ 14：00）

14：00～ 17：30

14：00～ 14：05

14：05～ 14：20

14：20～ 14：50

14：50～ 15：20

15：20～ 15：40

15：40～ 16：10

16：10～ 16：40

16：40～ 17：10

17：10～ 17：30

17：30～ 18：00

18：00～ 20：00

（事業検討委員会）

成果報告会

・挨拶

・事業報告

・ビジネスプラン発表（A班）

・ビジネスプラン発表（B班）

休憩

・ビジネスプラン発表（C班）

・ビジネスプラン発表（D班）

・ビジネスプラン発表（E班）

休憩

閉講式（受講証書・修了証書授与）

意見交換会（プランの講評を含む）


