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はじめにはじめにはじめにはじめに    

「農村六起」から「復興六起」へ～熟議で拓くふるさと再生への道「農村六起」から「復興六起」へ～熟議で拓くふるさと再生への道「農村六起」から「復興六起」へ～熟議で拓くふるさと再生への道「農村六起」から「復興六起」へ～熟議で拓くふるさと再生への道    

認定認定認定認定 NPONPONPONPO 法人ふるさと回帰支援センター《ふるさと起業塾》共同代表法人ふるさと回帰支援センター《ふるさと起業塾》共同代表法人ふるさと回帰支援センター《ふるさと起業塾》共同代表法人ふるさと回帰支援センター《ふるさと起業塾》共同代表    

高橋高橋高橋高橋    公公公公    

 

ふるさと回帰支援センターは、今回の「地域社会雇用創造事業」では農村の６次化による雇用

創出を基本に、100 名の起業家、3051 名のインターンシップの実現に取り組んだ。途中からイン

ターンシップ事業の人員の大幅な拡充が求められ、四苦八苦した時期もあったが、無事予定され

た人員を達成することができた。関係各位の奮闘に敬意を表したい。 

今回の「地域社会雇用創造事業」は、高齢化や過疎化で悩む地域にとっては従来の発想からは

考えられない６次化という切り口で地域の再生を考えるプログラムであり、熱い期待を持って迎

えられた。その結果、北海道美瑛町や新潟県長岡市、長野県飯山市、熊本県八代市など積極的に

地域を上げてインターンシップに取り組み、複数名の若者が起業家に名乗りを上げ、合格した自

治体もあった。この結果からは丁寧な政策推進により、地域でのインターンシップの取り組みか

ら起業家の養成を全国的に展開すれば、新しい地域再生への展望が開けるのではないかとの思い

を強くさせられた。 

事実、農業の現場では近年の農産物の価格の低迷もあって、従来の規模での営農だけでは生活

を維持していくことは難しいといわれて久しい。こうした事態を克服するために農水省は規模拡

大による農業の立て直しを目指してきたが、現在まで一部を除き目立った成果を出すには至って

いない。わが国は国土の 70%が山林という特徴から言っても自ずと規模拡大には限界がある。農

業を軸に、林業や地域によっては漁業を営むなどの複合型の営農が行われてきた地域も多い。こ

うしたなかで、近年は、作って―加工し―運んで売る、といういわゆる６次化による付加価値を

つけての販売が注目されてきた。そのことが一昨年の６次産業化法の制定につながった。こうし

た背景もあって、今回の第１次産業の 6次化による起業（農村六起）というテーマの雇用創出事

業は時宜を得たものとなった。 

私たちは、すでに 2008 年秋に北海道大学観光学高等研究センターと連携し、ふるさと起業塾を

立ち上げ、地域活性化に向けては第１次産業の６次化は避けては通れない課題だとして検討を重

ねてきた。そうした中で、今回の緊急雇用創出事業の一環の「地域社会雇用創造事業」は画期的

な事業提案であった。私たちにとっては、まさに「渡りに舟」という感じで今回の事業に応募し、

何とか地域を活性化し、地域からこの国を再生したいという『志』だけで、手探り状態で各地の

団体とコンソーシアムを組みながら雇用創出と人材育成に取り組んだ。 

その団体は、北から北大観光学高等研究センター佐藤誠教授が軸になっているグリーンライフ

札幌、東北はせんだいファミリアマルシェ実行委員会、中越防災安全推進機構、長野ふるさと回

帰支援センター、九州は九州ムラたび応援団、首都圏は若い起業家たちの LIFE LAB、千葉を中心

に取り組んだアースカラー、岐阜・新潟・鳥取県を中心にした木匠塾。その他にも岩手県遠野市

の山里ネットをはじめ、秋田県三種町の NPO 一里塚など全国各地 13 県 17 団体の NPO などがこの

取り組みに参加していただいた。また、近年大学が積極的にインターンップ事業にも取り組み始
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めていることもあって早稲田大学をはじめ、東洋大、東京農大、中央大、宮城大、山形大の関連

ゼミや有志の学生に参加していただいた。関西でも大阪ふるさと回帰支援センターが軸になり、

株式会社マイファーム、神戸大、神戸夙川学院大、立命館大、大阪市立大などで実地研修を含め

て、取り組まれた。 

また、ｅラーニングによる遠隔学習支援の全面的なプラットフォームの設置も今回の事業の特

徴で、この分野は慶應義塾大学ＳＦＣ研究所の協力を得て取り組み、成果を上げた。 

ビジネスプランのコンペは北海道札幌市から熊本県熊本市まで全国各地で、昨年 9月に仙台市

で開催した震災復興支援の特別プログラムを含めて、計 24 回開催した。また、起業のテーマも①

地域複合アグリビジネス、②ふるさと回帰産業、③次世代ツーリズムを中心とした。この中では、

地域複合アグリビジネスのテーマにおける農水産物（規格外品）等の加工が全体の 385 件のうち

96 件で２４．５％を占めたが、この提案は取り組み易いという観点から簡単に取り組めるが、も

う少し工夫があってもよいのではないかと感じられる企画も散見された。ただ、全体としては 385

件の応募は短期間にしてはそれなりの数で、地域には６次化による起業という取り組みに対する

根強いニーズがあることが実感された。 

今年度三次補正予算で、東日本大震災復興支援型地域社会雇用創造事業が予算化されたが、こ

の事業はやり方によっては復興事業の切り札になるのではないかと期待している。被災地では多

くの企業が被災し、雇用するまでには至っていない。また雇用するにしても時間がかかることは

容易に想像できる。ならば、起業をということは重要なポイントになることは必然といっていい。

この必然を生み出すために、現場に積極的に入り込んで、起業の芽（シーズ）を発掘し、インタ

ーンシップ事業を通して、６次化とは何かを教えていく考えだ。さらに、起業することは何を準

備し、なにをいかに管理しなければならないのかを考え、起業へと導き、地域の核となっていた

だくようにしたい。１人でも地域で起業家が生まれれば、そのことによって地域の住民たちの意

識が変わる。意識が変われば地域が変わることになる。 

なにも開発型のプロジェクトがないと地域が活性化しないわけではない。丁寧な意識改革こそ

が地域再生のもっとも重要なポイントであると信じている。 

ふるさと起業塾はいまだ道半ばである。しかし、この取り組みこそが地域再生の最も早い近道

であることは、今回の地域社会雇用創造事業に取り組んだ経験からもはっきり断言できる。戦後

67 年の高度成長万能の地域づくりによって荒廃したこの国にあって、今回の被災地は最後の麗し

きふるさとが偶然といってもいい形で残っている地域ではないだろうか。ならば、これ以上乱開

発で荒廃させないためにも地域住民との熟議によってふるさと再生を共に果たしていきたいと考

える。それが「農村六起」であり、「復興六起」である。 

この私たちの心意気を理解していただき、ともに地域で奮闘して行こうではありませんか。 
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「「「「農村六起農村六起農村六起農村六起」」」」の成果と展望の成果と展望の成果と展望の成果と展望    

                        ㈱ふるさと回帰総合政策研究所㈱ふるさと回帰総合政策研究所㈱ふるさと回帰総合政策研究所㈱ふるさと回帰総合政策研究所    

代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役    玉田玉田玉田玉田    樹樹樹樹    

 

 事の起りは、2008 年秋のリーマン・ショックでした。ご存じのように、これを契機に多くの企

業がこぞって、その暮れから正月にかけていきなり雇用リストラに走りました。これは驚きでし

た。これまで不景気になれば、通常、企業は不要な支出の削減から始まり設備投資を控え、最後

の段階で雇用に手をつけるものでしたが、この時はいきなり雇用リストラが起こったのです。株

主利益優先の悪しき考え方がここまできてしまったかと思い、愕然としました。 

もっとも後日談として、その翌春に中国の景気が戻り中国特需があったときに、各企業は雇用

リストラをしてしまったために従業員が不足して工場の稼働率を上げられず、大きな機会損失を

被りホゾを噛んだという笑うに笑えない話があったことを付け加えておきます。 

 NPO ふるさと回帰支援センターは、東京にふるさと回帰を希望する人たちの相談コーナーを設

けています。この相談コーナーにはこれまで多くの年配の方たちが来ていましたが、リーマン・

ショックの翌年の正月以降、若い人たちを中心にこれまでの倍以上の相談者が押し掛けている光

景を目の当たりにするようになりました。 

 ふるさと回帰に大きな変化が起こったようでした。この大きな変化の原因を探るため、㈱ふる

さと総研は 2009 年 8 月に全国 10 万人アンケートを行いました。その結果、田舎に行って働いた

り、田舎で自ら事業を立ち上げたいと考えている人たちが実に 30％もいることが分かりました。

凄いことが起きている。 

 考えてみれば、世の 85％の人がサラリーマンであるというのも、ある種異常な世界なのかもし

れません。思い返せば、かつてサラリーマンは 70％ぐらいでした。そして多くの自営業者がいた

ため経済が活性化しここから大きな企業が育ってきたのです。経済がグローバル化した今日では、

ほとんどの人がサラリーマンであることが、逆に「いつ首を切られるかもしれない」という不安

定な社会をもたらすことになりました。 

 だから、「都会での雇用よりも田舎での生業づくり」が重要な時代となったようです。しかし、

田舎で働きたいと考える 30％の人たちは、そのまま田舎で働けると思っていません。アンケート

からは、多くの人は“研修”を受けて田舎で働きたいと考えているようです。 

 そこで、2009 年 9 月、NPO ふるさと回帰支援センターを中心に田舎で働くための研修機能とし

て「全国ふるさと起業塾」を立ち上げました。そのような活動を開始して翌年の早春に、内閣府

の「地域社会雇用創造事業」が始まりました。 

 この事業は、まさに時宜を得たものでした。私たちは、「農村の 6次産業起業家育成事業」（農

村六起）として、これを支援しました。“都会での雇用よりも田舎での生業づくり”こそが、ふる

さと回帰を具体化するひとつの方策だからです。 

 その活動の結果は報告書に示されているように、多大な成果をあげたと考えています。 

 私は、およそ 400 名の起業家候補の審査をしましたが、それぞれの方の大きな熱意に触れ“日

本はまだ捨てたものではないな”とつくづく思いました。かつて、大企業から中小企業まで多く

の企業を見てきましたが、企業の将来への試みについて彼らの多くは「出来ない理由探し」をす

る人たちで溢れていました。これでは先に進めません。これに比べ今回の起業候補者は、将来の
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夢のために「どうすれば出来るか」を懸命に考える人たちばかりでした。 

 事業を興すなら「どうすれば出来るか」を考えるのは当たり前の話ですが、しかし 85％がサラ

リーマンであり続ければ「出来ない理由探し」に閉じこもり、前に進もうとする人たちが輩出さ

れません。日本の疲弊の大きな原因のひとつは、ここにあるのではないかと考えています。 

今般の大震災復興では、政府は各種支援策に対し「出来ない理由探し」に明け暮れています。

これでは、復興は先に進みません。しかし、被災地では復興計画を「どうすれば出来るか」と考

えています。「農村六起」は、この“自ら前に進もう”とする被災地が獲得しつつある新しい地平

を共有しているようにみえます。「農村六起」は、自律的な新しい社会の登場を促すものとして、

わずかですが役割を果たしたのではないかと考えます。 

今回の内閣府「地域社会雇用創造事業」で私たちは 100 人の起業家を認定し支援しました。こ

の事業全体でも 800 名で、決して多くはありません。しかし、これは事の始まりとして十分に機

能したのではないかと考えています。 

スタンフォード大学のロジャーズによる「イノベーター理論」というのがあります。これまで

世の中にない新しい商品やサービスが現れたとき、それが人々の間にどのように普及するかを示

したものです。この理論は、新しい物の考え方やライフスタイルなどの普及過程にも適用できる

ものです。それによれば、普及の最初にイノベーター（革新者）というのが登場します。新しい

ことに挑戦する人たちです。この人たちが世の中全体の 2.5％登場すれば、次の段階のアーリー

アダプター（初期少数採用者＝オピニオンリーダー）といわれる人たちが新しいものの採用者と

なり、これが 13.5％に達すればあとは加速度的に国民全体に普及するというものです。 

私たちが今回行った事業は、農村の 6次産業を担う起業家（農村六起）のイノベーター（革新

者）を発見し、支援することでした。農村全体にこの起業家が広まることを期待して、2.5％のい

わば挑戦者を見つけ起業家になってもらう仕事でした。そうした点では、大いに成功したのでは

ないかと考えています。 

これからの問題は、イノベーターの局面から次のアーリーアダプター（オピニオンリーダー）

の登場をどう促すかです。このオピニオンリーダーは世の中への影響力をもった人たちですから、

この人たちの登場は、農村六起を普及させる力となります。 

私たちは、これまでの「農村六起」での貴重な経験を生かし、これから大震災被災地での起業

家の発掘と支援をします。被災地では雇用がままならないため、ここで 6次産業の起業を促した

いと考えています。イノベーターからオピニオンリーダーの起業へ。そのことによって起業を通

じた雇用が生まれ、被災地の新しい産業づくりにつながればと考えています。 
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「農村六起」から「ふるさと再生六起」へ「農村六起」から「ふるさと再生六起」へ「農村六起」から「ふるさと再生六起」へ「農村六起」から「ふるさと再生六起」へ    

                                                        北海道大学客員教授北海道大学客員教授北海道大学客員教授北海道大学客員教授    

川辺川辺川辺川辺    紘一紘一紘一紘一    

 

 平成 21 年度第二次補正予算による内閣府事業としてスタートした「地域社会雇用創造事業」が

足かけ 3ヵ年度に亘る事業期間を了えて幕を閉じようとしている（同時に、平成 23 年度第三次補

正予算による「復興支援型地域社会雇用創造事業」が開始されつつある）。 

 本事業の事業者の一つとして、NPO法人ふるさと回帰支援センター／《ふるさと起業塾》全国ネ

ットが実施した「農村六起」事業の全行程に携わった者の立場から、「農村六起」がめざしたもの

の確認とこの事業の成果を踏まえた今後の展望について書き留めて、今後の展開に繋ぎたい。 

「農村六起」がめざしたもの「農村六起」がめざしたもの「農村六起」がめざしたもの「農村六起」がめざしたもの    

 地域の課題を仕事にする――「農村六起」では、この言葉を事業全体の統一スローガンとした。 

 いま、わが国の国土の 7割を占める農山漁村地域は、過疎（限界集落の激増等）、高齢化（若者

の流出等）、産業の空洞化（農林漁業の衰退、企業の撤退等）の三重苦に呻吟している。市場経済

のグローバル化の進展がその苦しみを更に倍加しつつある。国や自治体がさまざまな地域振興策

や農林漁業支援施策を実施しているが、農山漁村地域の衰退に歯止めがかからない。このままで

は、わが国の農山漁村地域は自立的地域としての存立基盤を喪失し、”地域崩壊”が現出するこ

とが危惧される。 

 一方、競争や効率による経済成長をひたすらに追い求める、刺激とストレスに満ちた都市生活

を離れ、生命のにぎわいと海・山・川の恵みに満ちた農山漁村地域に生きることを望む多くの都

市生活者が現れつつある。この「ふるさと回帰願望」はまだ、「見果てぬ夢」の状態にあるのだが、

この「願望」が「行動」へと移行するためのいくつかの条件さえ満たされれば、都市生活者のふ

るさと回帰行動はひとつの大きな流れとなってゆくことが予測される。そして、この「ふるさと

回帰願望」を行動へと移行させる最重要の条件が「仕事の確保」であることは、関連する様々な

調査によって明らかになっている。とくに、近年顕著な傾向となってきた若者のふるさと回帰指

向（※）が行動として実現するためには、「仕事の確保」が決定的な条件となることは自明である。

（※20 代の若者の「地方に定住したい」意向は 30%超である）だが、前述の如く農林漁業の衰退

や企業の撤退等による産業空洞化に喘ぐ農山漁村地域における「雇用」の機会は年々減少してい

るので、雇用による仕事の確保は難しい。一方、海・山・里の幸と美しい景観や安らぎに満ちた

「ふるさと」には、未利用の資源がいたるところに眠っている。これらの資源を活用して新たな

価値や事業を創造してゆくことは「ふるさと再生」のための最も大切な「課題」ではないか。こ

の地域の「課題」を「仕事」にすること―この事業を実行する者を我々は「ふるさと起業家」を

名づけた―こそが、「ふるさと回帰」を実現するための最大のカギとなる。このことを実証するこ

と、すなわち 100 名の「ふるさと起業家」及び 3000 名余りのインターンシップ修了者を輩出する
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こと、これが「農村六起」がめざしたものである。 

《ふるさと起業塾》の今後の課題《ふるさと起業塾》の今後の課題《ふるさと起業塾》の今後の課題《ふるさと起業塾》の今後の課題    

 「農村六起」事業は、所期の目標に掲げた「ふるさと起業家」100 人の輩出とインターンシッ

プ修了者 3000 名余を達成して終了することとなったが、《ふるさと起業塾》の取り組みは今後も

継続される。6 次産業化によって、農山漁村地域に新たな産業と雇用を創造してゆくことは、衰

退著しいわが国農山漁村の地域再生のための最も有効な戦略なのであり、この戦略の遂行を「新

しい公共」の立場から担うことが、《ふるさと起業塾》の使命と考えるからだ。 

 国においては、2011 年度からいわゆる「6次産業化法」に基づく諸施策を施行しつつあり、2012

年度には「農林漁業成長化ファンド（6次化ファンド）」を官民協同で立ち上げることとしており

（5 年間で総額 4000 億円のファンド造成を計画している）、また「実践キャリアアップ戦略」の

一環として「食の 6次産業化プロデューサー」の「職業段位制度」が開始される運びとなってい

るなど、「6次産業化」はわが国の成長戦略として極めて重要な国策となっている。 

 産業界においても、とくに金融機関などによる農林漁業の成長産業化（6 次産業化）を支援す

るための金融商品やファンドの組成が相次いで発表されている。 

 《ふるさと起業塾》は、こうした国や産業界の動きとも連携して、今後、次のような取り組み

を進めてゆくこととしたい。 

（（（（1111）東日本大震災復興支援への取り組み）東日本大震災復興支援への取り組み）東日本大震災復興支援への取り組み）東日本大震災復興支援への取り組み    

2011 年度第三次補正予算による内閣府事業として「復興支援型地域社会雇用創造事業」が実施

される。本事業へ事業者として『復興六起』（「6次産業化による復興まちづくり事業」）と銘打っ

た事業に取り組みたい。 

（（（（2222）「実践キャリアアップ戦略」との連携）「実践キャリアアップ戦略」との連携）「実践キャリアアップ戦略」との連携）「実践キャリアアップ戦略」との連携    

2011 年 9 月、NPO法人ふるさと回帰支援センター／《ふるさと起業塾》全国ネットの呼びかけ

によって、産・学・官・労・民のマルチセクター参画によるコンソーシアム型組織「6 次産業化

人材育成全国推進機構」を立ち上げた。この組織を中心として、国の「実践キャリアアップ戦略」

とも連携して、6次産業化人材育成に係る活動・事業を進めてゆくこととしたい。 

（（（（3333）「）「）「）「6666 次産業化市民ファンド」の組成と運用次産業化市民ファンド」の組成と運用次産業化市民ファンド」の組成と運用次産業化市民ファンド」の組成と運用    

国（農林水産省）が進める「農林漁業成長化ファンド」とも連携しつつ、全国の市民の「志あ

る投資」を集めた「6 次産業化市民ファンド」を組成し、これを効果的に運用する取り組みを行

いたい。（わが国には、家計を中心に 1030 兆円にのぼる現金と預金の残高があり、このお金を「志

ある投資」として有効に活用してゆくことが、わが国経済活性化のために必要だ） 

 わが国は、1990 年代初頭のバブル崩壊以来、20年に及ぶ長い長い停滞の時を経て、なお出口な

き混沌の淵をさ迷っているかに見える。この混迷から脱出するための最も正しい途のひとつが、

農山漁村の地域資源を活用した新たな産業と雇用の創造である、とわたしたちは確信している。

国や産業界、そして学界や労働界等とも連携して、「新しい公共」の立場から、”6次産業化によ

るふるさと再生”をめざして、真摯な取り組みを進めてゆくことにしたい。 



Ⅰ．農村の６次産業起業人材育成事業の構成Ⅰ．農村の６次産業起業人材育成事業の構成Ⅰ．農村の６次産業起業人材育成事業の構成Ⅰ．農村の６次産業起業人材育成事業の構成    

 

１．事業の目的 

 

（１）農村６起の背景と目的 

本報告書は、内閣府「地域社会雇用創造事業」を「農村の６次産業起業人材育成事業（略称：

農村６起（のうそんろっき））」として支援した結果を示すものである。 

 結果の報告を行うに当たり、まず、農村６起の背景と目的を示す。 

①「都会での『雇用』よりも田舎で『起業』したい」ニーズの発生 

 提案団体であるＮＰＯふるさと回帰支援センターでは、かねてより、ふるさと回帰の支援活動

を行ってきたが、リーマン・ショック以降、ふるさと回帰を希望する相談者が激増し、とくに若

い人たちが目立つようになった。われわれはこの動きを「都会での『雇用』よりも田舎で『起業』

したい」ニーズが発生したのではないかと捉えた。 

②30％の人が「田舎で働きたい」と考える時代の到来 

 共同提案団体である㈱ふるさと回帰総合政策研究所が、2009 年 8 月に 20 歳～70 歳の全国 10

万人を対象にリーマン・ショッ

ク後の変化の実態について緊急

Ｗｅｂアンケートを実施した。 

その結果、「田舎で自らの事

業を立ち上げたい」と考えるの

は 5％であるが、田舎に行って

すぐに仕事ができるわけではな

いので、農業研修や農産物ビジ

ネス研修、農業以外の研修など

「研修を受けて田舎で働きた

い」と考えている人が 25％に上

ることが分かった。つまり、合

計 30％の人が「田舎で働きた

い」と考える時代が到来したの

である。 

③インキュベーション事業を軸として社会的企業人材育成・インターンシップ事業を

合わせて行う 

 上記のことから、当事業ではインキュベーション事業によって６次産業の社会的起業家を多数

輩出することを大きな目的とする。これを達成するために社会的企業人材育成（インターンシッ

プ）事業を行うことは不可欠であるため、２つの事業の有機的連携を図りながら実施することと

した。 

1.無職なので

田舎で働きた

い(1.7％）

2.仕事をやめ

田舎で働きた

い(4.0％）

3.田舎で自らの

事業を立ち上

げたい（5.1％)

4.農業研修して

田舎で働く準備

をしたい(6.3％)

5.農産物ビジネ

ス研修して田舎

で働く準備をし

たい(6.5％)

6.農業以外の

研修して田舎で

働く準備をした

い（13.3％）

7.田舎に行って

働きたいとは思

わない(53.8％)

8.分からない

(18.3％）

田舎で働きたい田舎で働きたい田舎で働きたい田舎で働きたい

出所）全国10万人アンケート（2009年8月）ふるさと総研
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（２）農村６起のめざすもの 

農山漁村（以下、農村という）には極めて多様な有形・無形の地域資源が賦存している。農地・

林地・漁場、バイオマス・水・太陽光、景観・伝統文化・集落の絆などである。 

これらの多様な地域資源を利活用して農林漁業（1 次産業）、農林水産物の加工・食品製造（2

次産業）、販売・流通そして新しい観光業とそれに関連する住まいの提供等のサービス業（3次産

業）などが営まれている。しかし、現在までのところそれぞれの関連が弱く、付加価値が地域外

に流出しており、それが農村地域の衰退の原因となっている。 

そこで、一定の地域の広がりの中で、1次・2次・3次産業の結合・融合を図ることにより農村

地域に新たな産業を創出し、地域に新たな所得・就業機会を生みだす取り組みが必要となる。こ

のような取り組みを「農村の 6 次産業起業」といい、この取り組みを主体的に担う者を「6 次産

業起業家」という。 

この新たな産業を担う企業たる「農村の 6次産業企業」の創業・事業化に主体的に取り組む「農

村の 6次産業起業家」人材を多数輩出させることが急務である。 

認定ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センターは、10年にわたるふるさと回帰運動の経験・実績に

立脚して、2009 年 9月に「ふるさと起業塾全国ネット」を設立し、ふるさと起業の取り組みを行

ってきた。 

本事業はこの先行したこれらの経験・実績を母体として、全国的な連携・協力ネットワークを

最大限に活かして、本事業において「農村の 6次産業起業人材育成」を行うこととした。 
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２．事業の構成 

（１）当事業の基本的枠組み 

 当事業は、全国を対象にして「農村の６次産業起業人材」を発掘・募集し、3,000 名の研修者

を輩出し、100 名の起業家を認定することを目標に実施された。 

■対象地域 ：全国 

■対象分野 ：農村の 6次産業起業人材の育成 

■目標   ：社会的企業インターンシップ事業における目標人数 3,000 名 

       社会起業インキュベーション事業における目標人数  100 名 

 

（２）3 つの具体的テーマ 

本事業は内閣府要綱の対象分野「⑥地域資源を活かした観光・産業振興」に該当し、そのなか

で「農村の６次産業起業人材の育成」を具体的テーマとして実施したものである。 

そして、さらに 3つの具体的分野テーマを設定して事業を進めた。 

 ① 地域複合アグリビジネス 

 ② ふるさと回帰産業 

 ③ 次世代ツーリズム 

「①地域複合アグリビジネス」は農林漁業と加工・製造業と販売・流通業を複合した新しい産

業分野であり、「②ふるさと回帰産業」は都市住民のふるさと回帰ニーズを捉えた住まい関連等

の事業分野、そして「③次世代ツーリズム」は従来型の観光業ではない農山漁村空間での新しい

ライフスタイルを実現するためのツーリズム分野を意味する。 

本事業で、“農業（農林漁業）”の 6次産業化といわず、あえて「農村６起」すなわち“農村”

の 6次産業化をめざしたのは、地域の広がりを農林漁業に限らず農村コミュニティや都市交流を

も視野に入れて、複合的・立体的に 6次産業化を行うことが地域の活性化に役立つと考えたから

である。 

 

次世代ツーリズム

ふるさと回帰産業

地域複合
ｱｸﾞﾘﾋﾞｼﾞﾈｽ

要領⑥
地 域 資 源
を活かし た
観光・産業
振興

農 村 の ６
次産業起
業 人 材 の
育成

＜具体的テーマ＞＜対象分野＞

・農林漁業
・加工・食品製造
・販売流通

＜３つのテーマ＞

・空き家提供
・IT活用
・サービス提供

・農業体験
・食のツーリズム
・教育型農園
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（３）2 つの事業と 4 つの取組 

本事業は、2つの事業と 4つの取組で構成される。 

事業①「インキュベーション事業」 

；取組①6次産業起業家の募集発掘と認定 

取組②起業認定者の起業支援 

事業②「インターンシップ事業」 

；取組③6次産業企業人材の創出 

取組④ｅラーニングシステムの構築 

事業①「インキュベーション事業」では、各地域ごとに農村６起の起業家候補を募集し、その

なかから書類審査を経た応募案件のビジネスプラン・コンペを開催し起業認定を行い、支援対象

者を選定する（取組①）。この選定された起業支援対象者に対して助言・指導など起業に向けた

支援を行う「メンター」を用意し、起業に向けた支援を行う（取組②）。 

事業②「インターンシップ事業」は、研修希望者を募集し、「講義研修」及び「実地研修」を

行い、修了者を導く（取組③）。そのため、研修のためのカリキュラムを用意し、特に「講義研

修」の質を維持するためにｅラーニングシステムを構築した（取組④）。 

取組①：取組①：取組①：取組①：『『『『６次産業起業家の発掘６次産業起業家の発掘６次産業起業家の発掘６次産業起業家の発掘』』』』

①取組内容取組内容取組内容取組内容：６次産業起業をめざし、優れた事業

計画を持つ者を、連携団体からの推薦と全国
各地での公募により募集し、ネスプラン・コンペを
開催して起 業支援対象者を選定する。

②見込まれる効果等見込まれる効果等見込まれる効果等見込まれる効果等：事業期間を通じて100名の

６次産業起業認定者を発掘できる。

取組④：６次取組④：６次取組④：６次取組④：６次産業人材育成用産業人材育成用産業人材育成用産業人材育成用 ①取組内容：取組内容：取組内容：取組内容：「ふるさと起業塾」の講義内容をベースとし、慶應大学の協力のもとに６次産業人材育成ｅラ ーニング

『『『『ｅラーニングシステム構築ｅラーニングシステム構築ｅラーニングシステム構築ｅラーニングシステム構築』』』』 システムを構築し、取組②③をサポ ートするとともに、「オンライン交流ネットワーク」としても機能させる。
②見込まれる効果等見込まれる効果等見込まれる効果等見込まれる効果等：先進的なｅラーニングシステムを導入することにより、人材創出効果を飛躍的に高められる。

○４つの取組

取組②：取組②：取組②：取組②：『『『『６次産業起業の支援６次産業起業の支援６次産業起業の支援６次産業起業の支援』』』』

①取組内容取組内容取組内容取組内容：取組①で選定した起業支援対象者
に対して、さまざまな助言・指導を行う支援者を
用意し、起業実現に向けて適切かつ継続的な

起業支援活動を行う。

②見込まれる効果等見込まれる効果等見込まれる効果等見込まれる効果等：起業対象に対する行き届
いたメンタリングの実施で起業実現率が高まる。

取組③：取組③：取組③：取組③：『『『『６次産業企業人材の創出６次産業企業人材の創出６次産業企業人材の創出６次産業企業人材の創出』』』』

①取組内容取組内容取組内容取組内容：取組①の募集活動と連動して６次産

業企業に就業又は自ら起業するための研修を
希望する者を全国で募集し、「講義研修」と
「実地研修」に就かせる。

②見込まれる効果等見込まれる効果等見込まれる効果等見込まれる効果等：研修修了者のうち実地研修地
で就業する者、自ら６次産業起業に取り組んでいく

者が現れるよう支援を行う。

 

なお、本事業では、事業①「インキュベーション事業」と事業②「インターンシップ事業」の

両事業を有機的に連動させることによって、より高い事業効果を上げていくこととする。具体的

には事業②「インターンシップ事業」の修了者を事業①「インキュベーション事業」の候補者と

して育て上げていくことなどを行う。 

インターンシップ事業

＜入門講座＞

農村6次産業についての研修・起業の

希望者の入口、試験合格者が先に進

める。

＜インターンシップ研修＞

■研修生募集

■講義研修（ｅラーニング活用）

■実地研 修（パートナー団体等の協

力による現場研修）

インキュベーション事業

＜農村6次産業の分野＞

①地域複合アグリビジネス

②ふるさと回帰産業

③次世代ツーリズム

＜ビジネス・コンペ＞

■ビジネスプランの募集

■コンペティションの開催

■起業支援金提供者の決定

■起業実現までのメンタリング

支援金提供に至らなかった

ビジネスプラン応募者を「イ

ンターンシップ事業」に誘導

６次産業起業家人材育成事業

研修におけるｅラーニング・コンテンツの提供、ビジネスコンペにおける審査等の大学連携

プロジェクト登録

起業志望者を「インキュベー

ション事業」に誘導

インターンシップ事業

＜入門講座＞

農村6次産業についての研修・起業の

希望者の入口、試験合格者が先に進

める。

＜インターンシップ研修＞

■研修生募集

■講義研修（ｅラーニング活用）

■実地研 修（パートナー団体等の協

力による現場研修）

インキュベーション事業

＜農村6次産業の分野＞

①地域複合アグリビジネス

②ふるさと回帰産業

③次世代ツーリズム

＜ビジネス・コンペ＞

■ビジネスプランの募集

■コンペティションの開催

■起業支援金提供者の決定

■起業実現までのメンタリング

支援金提供に至らなかった

ビジネスプラン応募者を「イ

ンターンシップ事業」に誘導

６次産業起業家人材育成事業

研修におけるｅラーニング・コンテンツの提供、ビジネスコンペにおける審査等の大学連携

プロジェクト登録

起業志望者を「インキュベー

ション事業」に誘導
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３．事業の実施体制 

（１）事業実施体制の概要 

本事業の実施体制は、認定ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センターが主宰する「ふるさと起業塾

全国ネット」をコアとし、本事業の実施を協同して担う「事業パートナー」、重点実施地域での

事業展開を担う「地域パートナー」および本事業の実施を専門分野から支える「専門支援組織」

によって立体的で機動的な体制を構築した。 

 

 

 

（２）地域パートナーと専門支援組織 

 当事業の実施体制の一つの特徴として、重点地域に地域パートナーを配したことを挙げること

ができる。これは、インターンシップ及びインキュベーションの両事業における地域での展開を

効果的に実施することを目指し、地域の事情に詳しく、また、地域に広範なネットワークを有す

る団体・組織との連携を図ったものであり、それぞれの地域において多大な力を発揮していただ

いた。 

   

北海道地域：グリーンライフさっぽろ 

東北地域 ：せんだいファミリアマルシェ実行委員会 

関東地域 ：ライフラボ、アースカラー 

北陸地域 ：中越防災安全推進機構 

九州地域 ：九州のムラたび応援団 
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 また、専門支援組織として慶應義塾大学ＳＦＣ研究所に主として、インターンシップ事業にお

けるｅラーニングシステムの構築を担ってもらった。 

 さらに、主としてインターンシップ事業に関してご協力をいただいた組織、団体等も数多くあ

った、以下に一覧化した。 

 

表１．地域パートナー等一覧 

地域パートナー等 概    要 起業 研修 

グリーンライフ 
さっぽろ 

グリーンライフさっぽろは、美しい環境と幸せを実感でき

る豊かな生活を求めて、グリーンライフツーリズムを実現

する活動を行うことを目的として設立されたＮＰＯ法人。 

農園事業、人材育成及び起業支援事業、農産物栽培技術研

究事業、農産物の販売流通及び野菜普及啓蒙事業、市民交

流等の事業を行っている。 

○  

せんだい 
ファミリアマルシェ 
実行委員会 

農林水産省「マルシェ・ジャポン・プロジェクト」を仙台

で展開するために、株式会社舞台ファームと株式会社仙台

放送で設立した任意団体。 
○ ○ 

 

株式会社ライフラボ 

人間の根源であり、なくてはならない重要な産業「第一次

産業」を事業フィールドにして、生産者をはじめ消費者、

農林漁業に関連する方々に影響を与え、日本の第一次産業

の発展に貢献し続けることを事業の目的として、人材事

業、メディア事業、スクール事業等を展開している。 

 ○ 

 

株式会社アースカラー 

「ホワイトカラー」や「ブルーカラー」に対し、21 世紀

に求められる持続可能な生き方、働き方を提示するため、

「地球との共生を志す職業人」を“アースカラー”と定義

し、こうした生き方・働き方の実現をめざす。半農半Ｘ道

場、アースカラービジネススクール、コミュニティチャレ

ンジ、コミュニティビジネスサポート等の事業を展開。 

 ○ 

 

中越防災安全推進機構 

「中越地域等の教育・研究機関、市民、行政、企業・諸団

体等の協働により、地方都市における地震、豪雨、豪雪等

の諸災害の研究を進めるとともにその成果や教訓を社会

に活かし、安全・安心な地域づくりや防災安全技術・産業

の振興に資することを目的」とし、 

１）防災安全に関する調査研究及びこれら成果の普及事業 

２）地域の防災力向上及び人的ネットワーク形成に関する

事業 

３）防災安全に関する情報発信、技術振興及び産業育成支

援事業等を行う。 

○ ○ 

九州のムラたび応援団 

『マチとムラ、ムラとムラが手をつなごう』を合言葉に、

2008 年 6 月に発足した九州全域のグリーン・ツーリズム

ネットワーク。九州各地の実践者だけでなく、グリーン・

ツーリズムに興味がある方、実践者を支える行政や企業な

ど、グリーン・ツーリズムに係わるあらゆる人を結ぶプロ

ジェクトである。 

○ ○ 

木匠塾 
日本の林業、山村の生活、木という素材について多くのこ

とを学ぶと共に、村の人々、参加校の皆と、山での集団活

動のモラルを体験する活動を行う。 
 ○ 

未来環境福祉 
ネットワーク 

大量に生産され、消費されることなしに残った各種製品、

もしくはまだまだ使用できるのに需要のない製品は、黙っ

て見過ごしていれば当然の如く処分されていく。そのよう

な各種製品(主に衣服)を企業や団体を通じて当 NPO で回

 ○ 
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収し、賛同者やボランティアスタッフなどによって 、①

季節別、②男女別、③年齢別に分別した上で、それを母子

生活支援施設、児童福祉施設、知的障がい者施設、重度障

がい者施設等に持ち込んで、ホールや食堂などでディスプ

レイする等の活動を行う。 

宮城復興支援センター 

東日本大震災をきっかけに設立。災害救援に携わる国内外

ボランティア団体・その他各種団体と協力し、行政機関と

綿密な連携を保ちながら、速やかな被災者救援等必要な活

動を行うとともに、被災地域の復興活動を側面から支援す

ることを目的とする。 

 ○ 

遠野 山･里・暮らし 
ネットワーク 

遠野市を主たるフィールドとして、「資源を生かした都市

住民との交流の深化と移住の促進」「伝統文化・芸能・技

術・技芸の伝承と進化と応用」「里地・里山における循環

的な生活スタイルの再興と実践」を柱に具体的な事業を行

うことにより、社会全体の利益の増進に寄与することを目

的としたＮＰＯ法人。 

 ○ 

株式会社マイファーム 

日本の農業に対する危機感の解消と、自然に触れ合う人間

らしい生活の両立を目指し、農業関連の様々なプラットフ

ォームを提供しているソーシャル･ベンチャー企業。具体

的には、耕作放棄地問題や限界集落問題、農家経営圧迫問

題を真摯に受け止めると同時に、二酸化炭素削減や土壌汚

染問題などの環境問題への取り組み、スローライフ・安心

安全な作物を求める消費者への情報や活動の場の提供を

行う。 

 ○ 

 

表２．専門支援組織 

慶應義塾大学 
ＳＦＣ研究所  

1996 年 7 月に慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科、総合政策学

部、環境情報学部の附属研究所として発足。21 世紀の先端研究をリー

ドする研究拠点として、SFC における教育・研究活動と、産官学およ

び国内外のあらゆる関連活動との双方向の協調関係を育みながら諸

科学協調の立場から先端的研究を行い、社会の発展に寄与することを

目的としている。 
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（３）事業推進会議 

 事業の推進に当たって、本部事務局と地域パートナー等によって構成される会議体「事業推進

会議」を設置し、期間中 12 回にわたり開催した。この会議はいうまでもなく、インターンシップ

事業とインキュベーション事業が効果的・効率的に運営されるよう、それぞれの代表等が顔を会

わせ、進捗を報告し、かつ、実施過程で起きる様々な問題や課題を遅滞なく解決するための方向

性を見出すことをミッションとするものであった。 

 

表 3．事業推進会議メンバー一覧 

事業推進会議メンバー 

藤根 鍾治 ＮＰＯ法人グリーンライフさっぽろ理事長 

三宅 晃 せんだいファミリアマルシェ実行委員会 

渡辺 均 長野ふるさと回帰支援センター 

西田 裕紀 株式会社ライフラボ 代表取締役 

高浜 大介 株式会社アースカラー  

阿部 巧 中越防災安全推進機構 

養父 信夫 九州のムラたび応援団団長 

平野 有啓 九州のムラたび応援団 

松沢 佳郎 慶應義塾大学ＳＦＣ研究所 

吉冨 諒 慶應義塾大学ＳＦＣ研究所 

高橋 公 認定ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター専務理事・事務局長 

玉田 樹 株式会社ふるさと回帰総合政策研究所代表取締役 

川辺 紘一 北海道大学客員教授 

川辺 亮 認定ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター事務局長補佐 

嵩 和雄 認定ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター事務局 

山口 真導 株式会社アカウンタックス代表取締役 

金子 知也 株式会社農都共生総合研究所 

 

表 4．事業推進会議開催経過 

回 期日・会場 主な検討課題 

第１回 
２０１０年４月１４日 
連合 A 会議室 

・農村の６次産業化起業人材育成事業の具体的内容の
提案と協力要請  等 

第２回 
２０１０年６月１７日 
（同上） 

・インターンシッププログラム募集要項 
・講義研修／テーマ・講師（案） 
・実地研修生受入れ数一覧、実地研修の実施に 
あたっての連携パートナー業務仕様書 
・インキュベーションプログラム募集要項 
・応募フォーマット   等 

第３回 
２０１０年７月１６日 
（同上） 

・事業経過報告（インターンシップ事業、インキュベ
ーション事業） 

・後者に関しては翌 7 月 17 日に第１回ビジネスプラ
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ン・コンペティション開催する旨の報告と参加要請 
等 

第４回 
２０１０年９月２２日 
早稲大学大隈タワー 
302 号室 

・インターンシップ事業、インキュベーション事業に
おける全国自治体への参画協働要請について 

・プロモーションについて   等 

第５回 
２０１０年１０月２７日 
《ふるさと起業塾》 
江戸川橋事務局会議室 

・地域パートナーにおけるインターンシップ 
事業実施計画案 
・ビジネス・コンペ開催経過報告  等 

第６回 
２０１０年１２月８日 
（同上） 

・インターンシップ実施マニュアル 
・ビジネス・コンペ開催計画の確認 等 

第７回 
２０１１年２月２日 
（同上） 

・インターンシップ事業の進捗及び準備状況 
・ビジネス・コンペ開催計画の確認 等 

第８回 
２０１１年４月６日 
（同上） 

・インターンシップ事業の進捗 
・地域パートナーにおけるインターンシップ事業実施

計画 
・ビジネス・コンペ開催計画の確認 等 

第９回 
２０１１年６月１日 
（同上９ 

・インターンシップ事業、インキュベーション事業経
過報告 

第 10 回 
２０１１年７月１日 
（同上） 

・インターンシップ事業、インキュベーション事業経
過報告  等 

第 11 回 
２０１１年９月２２日 
早稲田大学 22 号館 
503 教室 

・インターンシップ事業、インキュベーション事業経
過報告 

・地域パートナーに対する事業終了報告要請 

第 12 回 
２０１１年１１月１６日 
《ふるさと起業塾》 
江戸川橋事務局会議室 

・インキュベーション事業において１０１名のふるさ
と起業家認定に至ったことの報告 

・事業終了に向けての確認事項  等 
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４．農村六起ウ４．農村六起ウ４．農村六起ウ４．農村六起ウェェェェブサイトの構築と運営ブサイトの構築と運営ブサイトの構築と運営ブサイトの構築と運営    

 

（１）ウェブサイト構築の意義 

 

 当事業の開始にあたって、研修生及びビジネスコンペティション参加者の募集活動を始めとす

る情報受発信のプラットホームとして、農村六起ウエブサイトを構築した。 

 これは、 

   ・事業の推進過程で必要となる様々な告知を、迅速に、効率的・効果的に行うために専用

ウェブサイトは不可欠である。 

・インターンシップ事業における、研修方法として、“ｅラーニングによる受講”を一つ

の柱とするため、ｅラーニング受講サイトとして不可欠である。（入門講座の受講を含

めて） 

・同じく、3000 名以上という修了生目標を達成するためには、膨大な情報が行き来するこ

とが想定されるため、これを効率的に的確に処理するには、ＩＴ技術の導入が不可欠で

あったこと。 

による。 

 また、ウェブサイト構築にあたっては、以下の４つの基本的機能を付与した。 

    ・当事業に関連する様々な情報発信・告知機能 

    ・インターンシップ事業、インキュベーション事業に対するエントリー受付機能 

    ・インターンシップ事業、インキュベーション事業に応募するためには、サイト上で「入

門講座」を受講することとなっており、その受講及びテスト機能 

    ・ｅラーニング受講のプラットホーム機能 
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（２）農六ウェブサイトの基本構成 

 

  農六ウェブサイトの基本構成は以下の通りである。 

 （事業の進捗に応じて、サイトの拡充を図っていったため、下記のサイトマップはほぼ最終形

に近いものである） 

 

 
 

TOPTOPTOPTOP ページページページページ    

    ▶農村六起とは▶農村六起とは▶農村六起とは▶農村六起とは    

 

    ▶インターンシッププログラム▶インターンシッププログラム▶インターンシッププログラム▶インターンシッププログラム    

  インターンシッププログラムとは？ e-ラーニング講義研修 

  実地研修先 チャレンジコース 

  ふるさと回帰フェアインターン プレミアムインターンシップ 

  地域づくりインターン 夏休みスペシャル 

  大阪インターンシップ 

  エントリーページ 

 

    ▶インキュベーションプログラム▶インキュベーションプログラム▶インキュベーションプログラム▶インキュベーションプログラム    

  インキュベーションプログラムとは？ 

  ビジネスプラン・コンペティション（BPC）とは？ 

  復興支援コンペ 

  BPC 開催レポート 

  エントリーページ 

 

    ▶入門講座▶入門講座▶入門講座▶入門講座    

  入門講座を受講する 

  入門テスト 

    

    ▶新規登録▶新規登録▶新規登録▶新規登録        ▶マイページ▶マイページ▶マイページ▶マイページ    

    ▶よくあるご質問▶よくあるご質問▶よくあるご質問▶よくあるご質問    ▶お問合せ▶お問合せ▶お問合せ▶お問合せ    

    ▶用語辞典▶用語辞典▶用語辞典▶用語辞典        ▶運営団体▶運営団体▶運営団体▶運営団体    

    ▶リンク集▶リンク集▶リンク集▶リンク集        ▶バナー素材▶バナー素材▶バナー素材▶バナー素材    

    ▶研修受入先募集▶研修受入先募集▶研修受入先募集▶研修受入先募集    ▶プライバシーポリシー▶プライバシーポリシー▶プライバシーポリシー▶プライバシーポリシー    

    ▶サイトマップ▶サイトマップ▶サイトマップ▶サイトマップ    
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（３）農六ウェブサイトのアクセス数等の推移 

 

  農六ウェブサイトへのアクセス数等は、下記の表の通りである。類型アクセス数は、５万を

越し、その中から農六への登録者は 6,000 名に及んだ。 

 

     表 5．アクセス数の概要 

累計アクセス数 ５６，７９３ 

累計登録者数 ６，００７名 

「入門講座」読了者数 ４，１２１名 

「入門講座」修了者数 ３，９９５名 

メールマガジン発行回数及び読者数 ６７回／２，２３２名 

  

 

  表 6．月別アクセス数推移 

農村六起ＨＰアクセス数
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農村六起登録者数
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表 7．月別登録者数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）「入門講座」修了者数 

 

 「入門講座」は、インターンシップ事業、インキュベーション事業のいずれかに参加する際の

まさに「ゲート」であり、これを経ることによって農村の６次産業起業に関する基本的知識を身

につけてもらうことを目的とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

     受講者 読了者 修了者 

  受講者数 構成比（％） 読了者数 修了者数 

年代 計 男 女 年代別 男 女 計 男 女 計 男 女 

10 歳代 296 135 161 6.5  45.6  54.4  294 134 160 291 132 159 

20 歳代 1681 1053 628 36.8  62.6  37.4  1574 989 585 1533 961 572 

30 歳代 954 667 287 20.9  69.9  30.1  821 577 244 788 555 233 

40 歳代 761 547 214 16.7  71.9  28.1  663 473 190 642 459 183 

50 歳代 526 394 132 11.5  74.9  25.1  454 339 115 437 325 112 

60 歳代 291 231 60 6.4  79.4  20.6  261 202 59 253 195 58 

70 歳代 54 36 18 1.2  66.7  33.3  52 34 18 49 32 17 

80 歳代 1 0 1 0.0  0.0  100.0  1 0 1 1 0 1 

90 歳代 1 1 0 0.0  100.0  0.0  1 1 0 1 1 0 

合計 4565 3064 1501 100.0  67.1  32.9  4121 2749 1372 3995 2660 1335 

 

表 8.農村六起・「入門講座」の受講者・読了者・修了者数 
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表 9．農村六起・「入門講座」受講者の属性 

属性 人数 構成比 

1 公務員 115 2.5% 

2 団体職員 116 2.5% 

3 会社員 1020 22.3% 

4 嘱託職員 34 0.7% 

5 派遣社員・契約社員 80 1.8% 

6 自営業・フリーランス 659 14.4% 

7 アルバイト・パート 179 3.9% 

8 家事手伝い 36 0.8% 

 

 

 

属性 人数 構成比 

9 高校生 2 0.0% 

10 大学生 1513 33.1% 

11 短大生 14 0.3% 

12 専門学校生 9 0.2% 

13 職業訓練生 17 0.4% 

14 就職活動中 143 3.1% 

15 無職 279 6.1% 

16 その他 349 7.6% 

  合計 4565 100% 

 

 

 

 

地方名 
受講者数 構成比（％） 

計 男 女 地域別 男 女 

1 北海道 177 126 51 3.9 71.2 28.8 

2 東北 803 464 339 17.6 57.8 42.2 

3 関東 1,892 1,288 604 41.4 68.1 31.9 

4 北陸 222 165 57 4.9 74.3 25.7 

5 中部 233 179 54 5.1 76.8 23.2 

6 近畿 516 338 178 11.3 65.5 34.5 

7 中国 140 106 34 3.1 75.7 24.3 

8 四国 51 33 18 1.1 64.7 35.3 

9 九州 531 365 166 11.6 68.7 31.3 

合計 4,565 3,064 1,501 100.0 67.1 32.9 

 

表 10．農村六起・「入門講座」の地域別受講者数 
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Ⅱ．インキュベーション事業Ⅱ．インキュベーション事業Ⅱ．インキュベーション事業Ⅱ．インキュベーション事業の実施の実施の実施の実施（取組①起業家の発掘）（取組①起業家の発掘）（取組①起業家の発掘）（取組①起業家の発掘）    

１．取組①６次産業起業家の募集発掘と認定の枠組み 

（１）応募から認定までの流れ 

６次産業起業家の応募から起業家認定までの流れは以下の通りとした。応募に先立ち、サイ

ト上で「地域起業家人材育成のための社会システム構築に関する構想」を読み、小テストに合

格することを第一の要件としているが、これは、地域における起業や６次産業化がいかに社会

的課題となっているかを理解してもらうことが重要との考えからとられたものである（この「入

門講座」は、インターンシップ･プログラム参加者にも同様の意図で課している） 

その後、応募→一次・二次審査→ビジネスプラン・コンペティションにおけるプレゼンテー

ション審査と進むこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入門講座 応募に先立ち、ウェブサイト上で論文「地域起業家人材育成の

ための社会システム構築に関する構想」（川辺紘一・北海道大学

客員教授執筆）を閲読し、小テストに回答（インターンシップ

応募についても同様）。 

サイト上の申請書類をダウンロードし、申請書作成。これを応

募サイトにアップ。 

主として外形的な書類審査を行い、二次審査に進む起業プラン

を選考する。 

本部審査員によるプラン内容の検討とビジネスプラン・コンペ

ティションに進むプランの選考。 

ビジネスプラン・ 

コンペティション 

開催 

コンペは、発表者が 10分のプレゼンテーションを行い、選考委

員の質問に答える形で行われる。 

全員のプレゼンテーション終了後、選考委員は別室で審査。 

その後、「ふるさと起業家認定者」（起業支援対象者）が発表さ

れる。 

応 募 

一次審査 

二次審査 

ビジネスプラン・コンペティションに進む起業家候補は、それまでにプレゼン

テーション用のパワーポイントを作成する。 
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（２）応募要件 

 インキュベーション・プログラムへの応募要件は以下のように設定した。特に、「起業を行う地

域として具体的な地域の想定があること」としたのは、当プログラムが、“地域一般での起業”で

はなく、“特定の地域における起業”を求めたためであり、また、地域での起業にとって当該地域

の様々な人々の協力が決定的に重要であるとの認識に基づいている。 

①応募資格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②起業分野 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

・個人（年齢、性別は問いません） 

・農六ウェブサイト上にある「入門講座」を受講・修了し、小テストに合格した者。 

・６次産業分野での起業プランを有する個人。 

・起業を行う地域として具体的な地域の想定があること 

・ 新たに企画された事業であること 

 （応募する個人が、以前から取り組んでいた事業は対象外） 

地域複合アグリビジネス分野 

ふるさと回帰産業分野 

次世代ツーリズム分野 

地産地消（地産都商）・農村レストラン・農産加工

品等の複合化によるアグリビジネスの創造 

地域づくり・地域おこし・都市住民の農山漁村回

帰に必要な空き家改修・地域資源の活用等 

新しい余暇行動に対応したサービスの提供と人材

の育成等。 
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◆申請書類様式 

  応募は以下の申請書書類によって、サイト上で行うこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農村六起ビジネスプラン･コンペティション申請書農村六起ビジネスプラン･コンペティション申請書農村六起ビジネスプラン･コンペティション申請書農村六起ビジネスプラン･コンペティション申請書    

    

＜フェースシート＞ 

・起業プラン名 

・氏名 

・生年月日 

・住所 

・電話／ＦＡＸ 

・ｅ－mail 

・職業 

･参加希望ビジネスプラン･コンペ開催日・地域 

 

＜起業プラン＞ 

１．起業プランの名称 

２．事業の概要 

３．事業の目的 

 ３－１．事業を実施するに至った経緯 

 ３－２．事業の背景にある地域の課題 

 ３－３．その課題をどのように解決するのか 

 ３－４．等事業の地域への波及効果 など 

４．事業の内容 

 ４－１．ビジネスモデル図 

 ４－２．ビジネスモデル図についての解説 

５．事業の PRポイント 

６．事業実現性、市場性 

 ６－１．市場に関する客観的データ 

 ６－２．実現可能性調査を実施していればその結果等 

 ６－３．市場環境の問題要因と成功要因 

 ６－４．提案者の強み、弱み 

７．事業を実施する地域 

８．必要な資金と調達方法 

９．損益計画 

１０．起業支援金希望額と具体的使途 

１１．実施体制 

１２．実施スケジュール 

１３．応募者プロフィール 

１４．応募者の熱意を 
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（３）募集の方法 

 インキュベーション･プログラムへの応募者の募集は大きく分けて次の 4つの方法で行った。 

  

①入門講座から 

 これは、農村六起ウェブサイトの閲覧者をインキュベーション･プログラムに導くものである。

そのためには、サイト訪問者をいかに多く確保するかが死活的に重要であり、後述する各種プロ

モーションを通じて、サイトの存在とＵＲＬの告知を行ったほか、リスティング広告、各種メー

ルマガジンへの情報提供等を積極的に展開した。 

 

②地域パートナーによる掘り起こし 

 重点地域に設定され、連携して事業を推進していただいた各地域パートナーには、起業家候補

の掘り起こしを積極的に行っていただいた。当該地域の事情に詳しく、地域活性化につながる各

種活動を進めていた地域パートナーは、地域の人々との関係財を有しており、それは起業家掘り

起しにも大きく役立った。 

 

③地方自治体の協力 

 地方自治体にとっても、地域社会の雇用創造は喫緊の課題となっており、当事業の主旨をご理

解いただき、協力をいただくことができた。特に、ビジネスプランコンペティション開催地域に

あっては、起業プランの掘り起こしを始めとして、表裏に亘る協力をいただいた。 

 

④事前セミナーの開催 

 インターンシップ・プログラムに起業に繋がる講義を組み込んだ地域があるほか、東京におい

て起業志向の受講生のみを対象とした「起業支援特別講座」と銘打った事前セミナーを開講した。

これによって応募に至った受講生も一定程度いたことを記しておきたい。 
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（４）選考基準と選定委員 

 

◆選考について 

 選考は、事業性、地域性、社会性そして新規性や起業への熱意等の選考基準により、選定・評

価委員会が行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業性――６次産業分野のビジネスモデルであるか、ビジネスモデルが適切かどうか、 

      実現へのプロセスが具体的であるかどうか、経営計画が適切であるかどうか 

      （起業支援金の使途を含む）等 

 

■地域性――起業地域が明確に設定されているかどうか、起業地域との連携・協力関係が

築かれているかどうか、起業地域（自治体、経営体、団体等）の支援、推薦

があるかどうか、移住・定住（二地域居住を含む）を想定もしくは既にして

いるかどうか、地域資源の発見に基づいているかどうか 

 

■社会性――地域の社会的課題の発見、把握、認識が的確であるかどうか、地域の社会的

課題の解決の方向性が明確であるかどうか、起業によって地域社会、経済、

産業へのプラスのインパクトがあるかどうか、起業によって雇用拡大が見込

めるかどうか、環境負荷を与えないか、 

 

■新規性等―単なる既存ビジネスの地域展開ではない新規性があるかどうか、応募者自身

の熱意が感じられるかどうか、応募者自身に地域での起業資質があるかどう

か。 
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表 11．選考委員一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青木 隆夫 全国直売所研究会事務局長 

赤羽 昭彦 長野県農政部農業政策課農産物マーケティング室室長 

穴見信二 地域ブランドコンサルタント 

阿部 裕志 株式会社巡の環代表取締役 

飯澤理一郎 北海道大学教授 

五十嵐嘉也 福井県観光営業部長 

石橋 孝史 株式会社ヒューマン・サポート取締役 

岩佐 十良 株式会社自遊人代表取締役 

上田 晶美 ハナマルキャリアコンサルタント代表 

大泉 一貫 宮城大学副学長 

大滝 聡 ＮＰＯ法人都岐沙羅パートナーズセンター理事 

岡村 真光 ロイヤル空港レストラン株式会社 

小沢 亙 山形大学農学部教授 

加藤 和徳 株式会社フィデア総合研究所研究開発グループ主席研究員 

加藤 梅雄 愛知県長久手町長 

金成 有造 河北新報社取締役営業本部副本部長 

橘高 聡 日本経済新聞社仙台支局長 

見城美枝子 青森大学教授 

小山 雅弘 鳥取銀行ふるさと振興部地域ビジネス推進室室長 

後藤 春彦 早稲田大学理工学部教授 

佐藤 隆 ＮＰＯ法人北海道ふるさと回帰支援センター理事長 

佐藤 誠 北海道大学観光学高等研究センター教授 

柴田 達也 瀬戸信用金庫 

高原 裕一 ＮＰＯ法人アントレセンター理事長 

武邑 光裕 札幌市立大学デザイン学部教授 

谷脇 幹雄 和歌山大学非常勤講師 

田原 裕子 國學院大學経済学部教授 

田村 泰生 福島テレビ常務取締役 

千葉 彰一 和歌山県企画部過疎対策課課長 

筒井 静子 酪農学園大学准教授 

堤 悦子 北海商科大学准教授 

戸祭 達郎 神戸夙川学院大学教授 

中澤 孝夫 福井県立大学経済学部教授 

長島 美織 北海道大学メディア・コミュニケーション研究院准教授 

萩野 忠克 あいち尾東農業協同組合代表理事組合長 

畑山 善男 財団法人和歌山社会経済研究所研究部長 

浜田 哲 北海道美瑛町長 

針生 信夫 株式会社舞台ファーム代表取締役社長 

東 美香 財団法人清和文楽の里協会 清和物産館 

藤井 康弘 株式会社くるとん代表取締役 

堀口 健治 早稲田大学政治経済学術院教授 

宮口 侗廸 早稲田大学教育・総合科学学術院教授 

宮本 和秀 宮本クッキング主宰 

湯ノ口貴之 株式会社アグリスタイル代表 

横山 英子 株式会社横山芳夫建築設計監理事務所代表取締役 

吉田 恵介 札幌市立大学デザイン学部教授 

渡辺あゆ美 福島ふるさと体験交流会事務局長 

（属性は当時） 
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２．インキュベーション事業の実施と結果概要 

（１）ビジネスプラン・コンペティションの開催 

 ビジネスプラン・コンペティションは、以下の通り、24 回開催した（なお、表記上は 25

回までとなっているが、16 回、17 回は都合により中止しており、一方、回を銘打たず「復興

支援コンペ」を開催したため）。 

 

表 12．ビジネスプラン・コンペティション開催一覧 

 

（注）第 16 回、17 回は都合により中止 

 

 

開催地 応募者数 

プレゼン者

数 認定者数 

 第１回（22 年 7月 17 日） 東京 ３２ １２ ７ 

 第２回（22 年 8月 29 日） 仙台 ８ ８ ４ 

 第３回（22 年 9月 4日） 大阪 １２ ７ ３ 

 第４回（22 年 9月 11 日） 福岡 １２ ７ ４ 

 第５回（22 年 10 月 10 日） 東京 １８ ６ ２ 

 第６回（23 年 1月 30 日） 札幌 ２７ ９ ４ 

 第７回（23 年 1月 30 日） 新潟 １６ ９ ４ 

 第８回（23 年 1月 15 日） 長久手 １０ ５ ２ 

 第９回（23 年 2月 5日） 東京 １５ ９ ５ 

第１０回（23 年 2月 19 日） 福井 １０ ５ ２ 

第１１回（23 年 2月 26 日） 福島 １４ ８ ４ 

第１２回（23 年 3月 13 日） 札幌 １５ ７ ５ 

第１３回（23 年 3月 19 日） 福岡 １７ ８ ４ 

第１４回（23 年 7月 9日） 周防大島 ９ ７ ４ 

第１５回（23 年 7月 24 日） 富山 ９ ６ ４ 

第１８回（23 年 8月 20 日） 鳥取 １２ ７ ４ 

第１９回（23 年 8月 27 日） 熊本 ２１ ８ ４ 

第２０回（23 年 8月 28 日） 和歌山 １４ ９ ６ 

第２１回（23 年 9月 3日） 長野 １５ ６ ４ 

第２２回（23 年 9月 10 日） 山形 ２０ ９ ５ 

復興支援（23 年 9月 11 日） 仙台 １５ １１ ５ 

第２３回（23 年 9月 17 日） 大阪 ２０ ９ ２ 

第２４回（23 年 9月 23 日） 東京 ２７ ９ ５ 

第２５回（23 年 10 月 1 日） 函館 １７ ９ ７ 

     計  ３８５ １９０ １００ 
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（２）インキュベーション事業の結果 

 

 インキュベーション事業においては、ビジネスコンペティションを、復興支援コンペを含

めて 24 回開催し、これに応募のあったプラン数は 385 件、一次、二次の審査を経て、プレゼ

ンテーションの機会を得たプランは 190 件、そして、起業支援対象者は当初の目標 100 名を

達成した。 

 

  表 12．インキュベーション事業の結果概要 

ビジネスプラン・コンペティション開催数 ２３回 

東日本大震災復興支援ビジネスコンペ １回 

起業プラン応募数 ３８５件 

プレゼンテーション数 １９０ 

ふるさと起業家認定者数（起業支援対象者） １００名 
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３．起業応募者と合格者の特徴 

 前記の通り、ビジネスプラン・コンペティションには計 385 件の応募があり、100 名の認

定合格があった。ここでは、応募プランの分析を行った。分析項目は、 

① 属性 

② 起業地域パターンと（想定）起業地域 

③ 起業テーマ 

である。 

 

（１）属性の特徴 
 

応募者、合格者の男女別割合をみると、応募者の 25.7％、合格者の 28％を女性が占めている。

合格者の４分の１以上が女性であるという事実は、農業の６次産業化に関して、農山漁村の女性

の関心が高く、また、起業意識にも高いものがあったことを示している。 

 また、年代別を見ると、30 代が 28.1％と他と比べて大きな割合を占めているほかは、各年代万

遍なく応募があったといえる。30 才代が 3割弱を占めたことは、若者層の起業志向の高まりと農

業・農村志向の広がりを示している。また、注目すべきは、50 才代、60 才代の合格率（合格者数

／応募者数）である。それぞれ 28.6%、29.7％という合格率は、20 才代の 27.4％と比べて高くな

った。農山漁村において農業等を経験し、また、地域活性化の活動を行ってきた者たちが、６次

産業化という新しい方向性を与えられ、あるいは、それまで考えてきたことが 6次産業に該当す

るという認識を得て、満を持して応募、合格に至ったと見ることができる。 

 男女別合格者数を見ると、男のそれは 732 名、女性は 28 名である。合格率（合格者数／応募者

数）は男が 25.2％、女が 28.3％となり、３ポイント差で女性の合格率が男性のそれを上回った。 

 

 応募者 合格者 合格率 

（％）  応募者数 構成比（％） 合格者数 

年代 計 男 女 年代別 男女別 男 女 計 男 女 計 

20 歳代 73 55 18 19.0  100.0  75.3  24.7  20 17 3 27.4  

30 歳代 108 84 24 28.1  100.0  77.8  22.2  23 19 4 21.3  

40 歳代 71 51 20 18.4  100.0  71.8  28.2  17 9 8 23.9  

50 歳代 63 41 22 16.4  100.0  65.1  34.9  18 13 5 28.6  

60 歳代 64 50 14 16.6  100.0  78.1  21.9  19 12 7 29.7  

70 歳代 6 5 1 1.6  100.0  83.3  16.7  3 2 1 50.0  

合計 385 286 99 100.0  100.0  74.3  25.7  100 72 28 26.0  
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（２）起業地域パターンと起業地域 

起業地を見ると、「地方同一市町村内で起業」が全体の 64.2％を占めた。次いで、「地方同一県

内で起業」が 16.4％であり、「大都市に住み地方で起業」11.2％が続いている。起業を果たすに

は、地域資源の把握、商品化に関するノウハウ等のほかに、地域で培われた様々な関係性が不可

欠であることを示しているといえる。 

 ここでも注目すべきは、11.2％を占めた「大都市に住み地方で起業」の層である。 

 
 

（３）起業テーマ 
  

 まず、応募者数ベースでみると、起業テーマは「地域複合アグリビジネス」が 64.2％を占めて

いる。「地域複合アグリビジネス」は「地域農産物の生産・加工・流通販売を、直売所運営、農村

レストラン運営などの形で展開する地産地消型ビジネスモデル」であり、狭義の（＝農業の）６

次産業化の概念に極めて近いものである。次が 15.6%を占めた「ふるさと回帰産業」である。こ

れは、地域づくり、地域おこしや都市住民の農山漁村回帰に必要となる空き家活用など、受け入

れ側地域の基盤整備などを含む分野である。最後に僅かの差で次世代ツーリズムが続いた。これ

には、ヒーリングツーリズム、子ども教育、医薬・化粧品、健康道場等を含む。 

 この割合は合格者ベースになってもほとんど変化することなく、合格者全体に占めるシェアは

それぞれ 67％、16％、14％となった。 

 まず、「地域複合アグリビジネス」は、６次産業化の王道ともいうべきビジネスモデルであり、

各種 6次産業化政策の展開とともに、今後も大きく成長していくことが期待される。 

 次に、ふるさと回帰産業は、都市住民が農山漁村等に移住しようとした時、必要となる基盤整

備や各種のサービスを含むが、空き家や廃校の利活用プラン、webマーケティングプラン、農業

者へのサービス提供等のプランが合格した。 

 最後に、次世代ツーリズムであるが、都市住民と農山漁村等の交流を目的とする各種の試みに、

ヒーリング、エコ、教育、農業体験などを加え、あるいは、それを中心としたプログラムとする

ことによって、今後さらに拡大が想定される市場である。 

 合格したプランはいずれも、農山漁村の課題と、今必要とされるニーズを踏まえた一つの解決

方法の提示という観点から、高く評価できるものであった。 

 



37 

 



38 

４．合格した起業の特徴 

（１）起業テーマ 

 ふるさと起業家認定者の起業テーマを分類すると以下のようになり、最も多いのが「農林水産

物（規格外品、未利用部分等を含む）」が最も多く、僅かな差で「新たな農産物生産と加工・流通」

が続いている。 

 

 

 

 

1．新たな農産物生産と加工・流通 

・会津在来種たべらんしょ 

・伸びるソフトクリームによる地域特産物活性化プロ

ジェクト 

・農畜産業の振興と草原保全を目指す阿蘇グリーン

ライフ事業 

・チコリ・ファクトリー北海道 ｉｎ Ｂｉｅｉ 

・小国和紙 地域折り紙プロジェクト 

・山古志地域におけるソーシャルビジネスアルパカ 

・栃尾に灯す一筋のアカリ～株式会社忠左エ門「刈

屋さんちの安心野菜」 

・お豆の里（大豆自給１００％のまち）づくり 

・耕作放棄地を活用した農村 6 次産業化による～当

別グリーンライフ事業～ 

・農業関連事業の総合化をめざす次世代農場～八

垂別ファーム～ 

・ホンモロコ養殖による中山間地の再生プロジェクト 

・廃園予定葡萄園活用の大社町活性化プロジェクト 

・「あまくさ春蕎麦」特産化による地域活性プロジェクト 

・自然を生かした食と球磨川の再生プロジェクト 

・清流日置川あゆで起業活動 

・坂戸から始まる日本酒事業 

・千曲川河川敷農地再生、「雪国パッションフルーツ

産地化」事業 

２．農林水産物（規格外品、未利用部分等含む）の加工 

・片句わかめの茎とめかぶを活用した加工品製造

及び販売 

・埋もれ木家具製造事業・コミュニティ木工房事業 

・福島フルーツＢＯＸプロジェクト 

・若稲葉粉末による米どころ小国の再生 

・竹パウダーから始まる循環型の島づくり 

・長久手の米粉を使ったＤＥＬＩドーナツ 

・地域の産物を活用した６次産業の立ち上げ 

・イノシシ肉の有効活用法の確立と商品化 

・くだもの大国 地域活性プロジェクト 

・まき枯らし間伐材を活用した食器・家具 

・「松村園芸」もったいない・プロジェクト ドライトマト

の生産と販売 

・ごろっと、よかとーまと！流通規格外品を使っての

加工所で、新たな地域ブランドの礎に！ 

・金太郎芋で地域の元気を創ろうプロジェクト 

・出雲崎たけのこ産業創出事業 

・高糖度フルーツトマトジュースシリーズの開発 

・森の６次産業化を推進する NPO を設立する 

・龍神娘の家具づくり 

・紀州備長炭の活性化と技・文化の継承～“炭団

（たどん）”の工業生産化による新ビジネス創出～ 

・古座川町陶芸工房作りプロジェクト 

・抗酸化農業研究会 

・会津フルーツソース「地産地消調味料」 

・八竜メロンと米粉の利用によるメロンパンの商品化 

・ガーデンハックルベリージャムの製造販売 

・ふるさとの味、届けます～女性による元気な小国

プロジェクト～ 

・小国薬草茶プロジェクト 

・つばきの島漁業復興６次産業化プラン 

・幻のイチゴ「サトホロ」のイチゴソース販売 
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３．農林水産物等の販売・流通 

・先島から日本を変える～サキシマニア 

・奨学米プロジェクト 

・起こそう、米粉ブーム～米粉料理の特製移動販売車 

・訪問式直売所～ニーズの獲得から農村活性 

・５ islands enterprise 

・越前水仙の安定供給によるブランド化 

・里芋から始める雪のめぐみ販売事業 

・有機農産物流通／永八百（ええやお） 

・地域内流通と簡易郵便局の複合事業 

・在来種の茶葉を使用した釜炒り茶の伝統製法の

復活と海外を含めた新規販売ルート開拓 

４．農林水産物等活用のレストラン 

・ふるさと薬膳レストラン 

･農山漁村の農作物及び魚介類を活用した石窯ピザ屋 

・手作りにこだわった有機野菜バイキングレストラン 

・地域の食材を活かしたふるさとの味と憩いの場の提供 

・そばを活用した「じょんのび再生産」実践事業 

・畑はみんなのアソビ場だ！ドッグラン付設型農家

レストラン 

・子ども夢産直食堂 

・人と文化が織りなす地域の未来 縁側カフェ小路

庵「幸平座」の立ち上げ 

・おむすびプロジェクト 

・古民家を利用した暮らしの自給塾「スープカフェ・

舫」の立ち上げ 

５．空き家の開発 

・ふくいで住む働くをサポートするふるさとワンストッ

プサービス事業 

６．農村・農産物への IT 活用 

・大自然豊かな竹田市、地域資源をブランド化する 

７．農村へのサービス提供 

・持続可能な地域づくり 支援・コンサルティング事業 

・美瑛町「旧美田小学校」利活用計画 

・機械化応援部隊！新規就農者や愛好家を農機具

レンタルで援助 

 

・アグリファッションを通じた女性のための農業革命 

・無肥料無農薬菜園教室による都市型農的ライフ

の推進事業 

・守業の理念で守り抜く農村集落プロジェクト 

・農拡機動隊～志子部フロントライン～ 

・佐波地域の応援団設立事業 

・まるたか村プロジェクト 

・紀州龍神村歴史と文化の融合集落の創出 

・すべては自立の農園から自立した地域をつくる 

・２１世紀型の持続可能な集落の体現と発信事業 

・中山間地を宝の山に 

・RE：BORN プロジェクト 

8.農林水産物（食）ツーリズム 

・食と旅をサービスするムラの生業 

・竹炭利用のヒーリングツーリズムによる大山町活

性化事業 

・アジアに発信！北海道の食文化コーディネーター 

・馬で地域活性！「つく馬（ば）」プロジェクト 

・人活ネットワーク型グリーン･ツーリズムの展開 

・女性のための喜多方グリーン･ツーリズム かった

んこっとん 

・炭鉱の島から珊瑚ツーリズムへの挑戦 

・農林漁業レストランを拠点にして地域を元気に！ 

・石巻市雄勝町でのマリーンツーリズム事業の展開 

・ハンター民宿 BA-BAR 

９．観光・教育の農園・漁園 

・観光農園 ふれっしゅふぁーむ～人と人とのつながり～ 

・Ｓｅａ Ｖｅｇｅｔａｂｌｅｓによる御崎漁港活性化プロジェクト 

・ナチュラルエデュケーション～エディの丘～ 

１０．健康・医薬等の開発 

・農業で６０歳以上の介護を減らす、農（ＮＯ！）介護事業 

１２．福祉ケア事業（震災復興コンペ）での特別枠 

・にこにこサポートカフェサロン 

・放課後「たからさがし組」プロジェクト 
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（２）起業の事例 

 これまでに起業し、事業を開始した事例の中からいくつか紹介する。 

 

表 13．起業事例 

起業プラン（起業者） 法人等名（所在地） 概  要 

会津在来種たべらんしょ 

（小川未明さん） 

チャルジョウ農場 

／そる工房 

（福島県喜多方市） 

地域の農家の女性が利用できる加工施設を設置。りん

ご、さくらんぼ、桃、ブルーベリー等の規格外やキズモノ

の果物によるジャムやお菓子、ドレッシング等の加工品

開発や観光客等に対する加工体験等を提供する。 

食と旅をサービスする 

村の生業 

（飯干淳志さん） 

まろうど 

（宮崎県高千穂町） 

人口100人余りの過疎集落をモデルに、アグリビジネスと

ツーリズムの振興を軸とした多角的スモールビジネスの

創出。多品種多品目を扱う農業部門、エコミュージアム

部門、オーベルジュ型民宿経営部門で構成。 

手作りにこだわった 

有機野菜バイキング 

（渡部哲也さん） 

株式会社 

アップルファーム 

（宮城県仙台市） 

バイキングスタイルの手作りにこだわった有機野菜レスト

ランを開設。障がい者をスタッフに雇用し、食材は農家と

の直接取引で安定的に確保する。規格外やキズモノな

どを活用することで食材の無駄を排除し、農家の収入ア

ップを図る。 

山古志地域における 

ソーシャルビジネス創出事業 

（青木 勝さん） 

株式会社 

山古志アルパカ村 

（新潟県長岡市） 

アルパカを活用した山古志地域におけるソーシャルビジ

ネスの創出。地域に「人とカネ」の流れを作り出す。アル

パカ生体ビジネス、アルパカ毛製品ビジネスの 2 つを展

開する。 

小国和紙 

地域折り紙プロジェクト 

（池山崇宏さん） 

オリガミデザイン 

（新潟県長岡市） 

国の選択記録無形文化財である小国和紙を、折の技法

により加工した小物や土産品を開発、製造・販売を行う。

小物・袋物・文房具、木炭と和紙の消臭製品、小国和紙

によるパッケージを開発中。 

ふくいで住む働くをサポートす

るふるさとワンストップサービス 

（北山大志郎さん） 

ＮＰＯふるさと福井 

サポートセンター 

（福井県美浜町） 

団塊世代のふるさと回帰が増加する中、そのニーズに応

えられる田舎側のソフト面の整備が著しく遅れていること

を踏まえ、ワンストップ相談所を設け、空き家や休耕地等

の再利用を促す事業。 

農業で 60 歳以上の介護を 

減らす、農(NO！) 

介護事業 

（寺山佐智子さん） 

阿部農縁 

（福島県須賀川市） 

ケアマネージャー、訪問看護師の経験を活かして、65 歳

以上の方々に、農業のノウハウを教えながら、健康管理

と農業という生きがいを提供する“農縁”を作る。利用者

の健康面、生活面を把握した上で、その方にあった農ラ

イフプランを作り実践。 

くだもの大国 

地域活性プロジェクト 

（阿部幹郎さん） 

A－farm 

（福島県福島市） 

農家と連携しつつ、地域で生産される桃やさくらんぼ、キ

ュウリ、トマト、ブルーベリーを始めとした果実や野菜を加

工する。そのための施設を設置し、一般消費者及び飲

食店等に販売する。加工施設で加工教室も開催。 

女性のための喜多方 

グリーンツーリズム 

かったんこっとん 

（齋藤百合子さん） 

ベリノカンパニー 

（福島県喜多方市） 

会津起源の綿と喜多方の農資源をモチーフに、農商工

官学が連携した６次産業を起業する。農家での綿づくり

体験と農泊をセットにした女性対象のグリーンツーリズム

事業を行う。 
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5 islands enterprise 

（森淳也さん） 

合同会社 

５islands enterprise 

（長崎県新上五島町） 

地元の名産品、新たに開発している商品を島内消費に

とどめず、積極的にソトに紹介する商社的な役割を担う

事業を展開。販路拡大、売り込みや問い合わせ対応等

によって、離島というハンデを乗り越えたい。 

古座川町陶芸工房 

プロジェクト 

（木田敦さん） 

陶芸工房 陶月 

（和歌山県古座川町） 

古座川町内で活用されていない地域資源を活用しい、

「古座川焼」という新たな陶器ブランドを確立する。陶芸

工房を設立し、独特の製造方法を売りに、陶芸販売や

陶芸教室を展開する。 

まるたか村プロジェクト 

（細木貴夫さん） 

古民家レストランまる貴 

（和歌山県日高川町） 

田舎暮らしを希望する人への「登録村民による体験型

村」。鹿等の獣害が問題となっているため、これそ食材と

するジビエメニューを提供する古民家レストランを開設

し、田舎暮らしを応援する拠点とする。 

里芋から始める 

雪のめぐみ販売事業 

（奥山聡さん） 

奥山農園 

（山形県新庄市） 

新庄市泉田集落の特産品である泉田里芋と雪蔵を組み

合わせ、販売・加工品開発を行う。空き倉庫を雪蔵に転

用することで、遊休資産の有効利用利用を図り、地区の

副収入の増加や雇用創出を図る。 

にこにこサポートカフェサロン 

（木皿美奈子さん） 

にこにこサポート 

（宮城県仙台市） 

復興に向け働く女性を応援するため、託児所、学童保

育と食育を目的としたカフェを設置、運営する。宮城県

産の食材を利用したカフェには販売スペースを設け、被

災地の経済的自立を支援していく。 

東北と女性が 

元気になるサロン 

（新明美千子さん） 

MOON ANGEL 

（宮城県仙台市） 

福島県産の農作物を素材とした石鹸の製造と、仮設住

宅への食材や日用品の配達やマッサージやカウンセリ

ングを行う移動式サロンを展開する。移動販売等では、

規格外の野菜などを扱う。 

地域内流通と簡易郵便局の 

複合事業 

（堀江修さん） 

百笑・せん人の店 

（山口県岩国市） 

簡易郵便局と農林産物とその加工品を中心と敷いた販

売店舗を複合し、かつ小規模生産者の受託生産者の受

託販売と山林を活かすためのプラン。憩いの場・郵便

局・農林産物の販売が連携した人々の交流の場を作る。 

小国薬草茶プロジェクト 

（渡邉智行さん） 

D‐Laboratory 

（新潟県小千谷市） 

長岡市小国地区に自生している山野草を採取・栽培か

ら、乾燥・裁断等の加工後、お茶として製造販売する。こ

れによって「障がい者への仕事提供」「高齢者の生きが

い創出」「里山の保全」をめざす。 

つばきの島漁業 

復興 6 次産業化プラン 

（小野寺栄喜さん） 

椿の島 

２１世紀プロジェクト 

（宮城県気仙沼市） 

「陸の産業」として期待されている椿油と既存の特産品で

ある秋鮭の加工品を組み合わせた商品の開発と販売。

地域におけるさらなる雇用の機会を作り、持続可能な産

業をめざすもの。 

佐波地域の 

応援団設立事業 

（鴨井八郎さん） 

佐波倶楽部 

（島根県松江市） 

松江市島根町佐波地区の集落維持と地域の素晴らしさ

を伝えるための応援団を設立する。広報活動によって佐

波地区ファンとなった人たちを対象に、民泊やイカ釣り

等の体験メニューを提供。 

坂戸から始まる日本酒事業 

（小玉正章さん） 

株式会社正章 

（埼玉県坂戸市） 

休耕地を活用し栽培した酒米の販売と日本酒の製造。

休耕地・酒米・酒造・城西大学・酵母といったオール埼

玉資源による酒づくり事業。農閑期にはサフランの栽培

も行う。 
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ⅢⅢⅢⅢ．インキュベーション事業．インキュベーション事業．インキュベーション事業．インキュベーション事業の成果の成果の成果の成果（取組（取組（取組（取組②②②②起業家の起業家の起業家の起業家の支援支援支援支援））））    

１．メンターの支援と成果 

（１）メンター支援    

    インキュベーション事業の実施に当って、起業家一人に一人のメンターを配したことは先に述

べたが、このメンターの存在は、ふるさと起業家にとって心強いものであったことは間違いない。   

 メンターには、起業家自身にメンターを依頼したい方がある場合は、原則的としてその方に、

そういう方がいない場合には、地域パートナー等の中から事務局が紹介する方法を採った。 

 （メンターに対するアンケート調査結果は後述） 

    

（２）合格者の起業 

    

 ふるさと起業家がどのような起業形態によって起業したかは、以下の通りである。約半数が「個

人事業主」として、税務署に開業届けを提出する形をとっている。次いで、株式会社が多くなっ

ている。 

                                                            表 14．起業形態 

個人事業主 ４９ 

株式会社 ２８ 

合同会社 ７ 

ＮＰＯ法人 ４ 

社団法人 １ 

企業組合 １ 

その他（未起業、未確認含む） １０ 

       計 １００ 
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２．起業家・メンターアンケート調査 

（１）アンケートの目的と結果の概要 

 事業終了を目前に控えた 23 年 12 月～24 年 2 月にかけて、ふるさと起業家とメンターに対

して、アンケート調査を実施した。これは、主として、起業支援対象者と認定されてから起

業までに（もしくは起業に向けての活動期間中に）生起した様々な課題を把握することによ

って、地域での６次産業起業を目指す方々に参考データを提供することを目的としたもので

ある。 

 

①起業家アンケート結果のポイント 

 

■起業に至るまでの過程で出てきた課題として、最も多くの起業家が指摘したのは「事業計

画・収支計画」、次いで「商品開発」「商品の売り方、販路、顧客ターゲット」となり、

起業家にマーケティング知識やスキルが若干不足していることを示唆している。 

  ■その他、「気持ちなどメンタルな問題」を挙げる起業家も多く、起業というものの大変さを

窺わせている。 

■商品開発に関しては、商品の価格、商品の作り方、そしてそもそも「何を作るか」が課題

となっている。プランの段階でイメージしていたであろう「商品」をいざ具体化していく

際のとまどいが現れている。 

  ■会社設立に際しては、法人の形態をどうするかについて悩んでいる。個人事業主として開

業届けからＮＰＯ法人、株式会社の設立まで、当事業では幅広い起業形態を可としており、

どれを選択するかに関して、深く考えた様子が窺える。 

  ■メンターとの関係に関しては 70％以上の起業家が「うまくいった」「うまくいったほうだ」

と回答している。これは、起業いたる過程で様々に発生した課題について、相談にのり、

アドバイス、示唆を与えてくれたメンター及びその制度を評価していることに他ならない。 

②メンターアンケート結果のポイント 

   

■メンターは、自身が行ったメンタリングについて、「非常にうまくいった｣とするものが

19％、｢うまくいったほうだ｣が 48％であり、起業家のそれより若干低いものの、総じて「う

まくいった」と自己評価している。 

  ■起業家から相談を受けた内容としては、「事業計画・収支計画について」「商品の売り方、

販路、顧客ターゲットに関して」そして、「（起業家の）気持ちなど精神的な問題に関して」

が挙げられている。当然のことだが、起業家の「課題」と一致しており、メンターが「課

題」に適切に対応したことを示している。 

  ■特に「事業計画・収支計画について」はいずれも 80％以上のメンターが相談を受けており、

起業家にとって、これが最重要の課題となっていたことを窺わせる。また、メンターは多

くのアドバイスを行うとともに、個別具体的に両計画を共に作成していったようである。 
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（２）起業家アンケート 

 

①調査概要                                                      

 

調査目的：起業支援対象者に認定されたふるさと起業家が、起業に向けて活動していく過 

程でどのような問題に直面し、それをどう解決していったかを把握すること。 

調査対象：ふるさと起業家 100 名 

   調査方法：郵送によるアンケート法 

   回収数 ：94 名 

   実施期間：平成 23年 12 月〜平成 24 年 2 月 

 

②調査内容                                                      

 

 

 

 

 

 

③調査結果                                    

■起業に至るまでに出てきた課題   

 この設問は起業家の多くが起業に進む段階で直面するであろう課題等を前もって列挙し、該当

するものにチェックを入れてもらう形式をとった。その際の課題（大項目）等は以下の通りであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最も多くの起業家が指摘しているのは、「事業計画・収支計画」であり、続いて「商品開発」

「商品の売り方、販路、顧客ターゲット」等のマーケティング課題、さらに「気持ちなどの

メンタル」等となっている。 

１．起業にいたる過程で現出してきた課題は何か？ 

 

２．その課題をどのように解決してきたか？ 

 

１．事業計画・収支計画について 

２．商品開発のための原材料（地域資源）に関して 

３．商品開発に関して 

４．商品の売り方、販路、顧客ターゲットに関して 

５．販売促進に関して 

６．会社設立に関して 

７．資金調達について 

８．起業支援金の使途について 

９．地域や連携先との関係づくりに関して 

10．パソコンや IT に関すること 

11．気持ちなどメンタル面の問題に関して 
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 「事業計画・収支計画」とは、当事業の基本的スキームとして、起業支援対象者に認定さ

れた後に、詳細な事業計画・収支計画の作成・提出を課したが、この段階で悩んだ起業家が

多かったことを示している。起業志向はあったものの、いわば当プログラムの存在が起業に

向かわせる大きなきっかけとなった起業家にとっては、ある意味専門的な知識やスキルを必

要とする 2 つの計画作成は一つの壁となったわけである。初期の段階でこの問題に否応なく

直面したことは、その後の起業活動を進める上で貴重な体験となったと考えられる。 

 「商品開発」「商品の売り方、販路、顧客ターゲット」、つまりマーケティング上のテーマ

が課題として認識されたことは、起業家にマーケティング知識やスキルが若干不足している

ことを示唆しているといえる。 

86.1%

65.3%

77.2%

73.3%

67.3%

72.3%

68.3%

65.3%

60.4%

47.5%

71.3%

2.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

１．事業計画・収支計画書について

２．商品開発のための原材料（地域資源）に関して

３．商品開発に関して

４．商品の売り方、販路、顧客ターゲットに関して

５．販売促進に関して

６．会社設立について

７．資金調達について

８．起業支援金の使途について

９．地域や連携先との関係作りに関して

１０．パソコンやＩＴに関すること

１１．お気持ちなどメンタルな問題など

１２．その他

 

 以下、それぞれの項目ごとにやや詳しく見ておく。 

 

 

■事業計画・収支計画書について 

 2 つの計画では、事業計画より、収支計画の作成のほうが難しかったようである。これに

ついて起業家は「今までこのような計画書を作ったことがなかった」「メンターに相談して、

計画書の添削をしていただいた」などと記している 

59%

75%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

事業計画書の作成方法について

収支計画書の作成方法について

その他 .
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■商品開発のための原材料（地域資源）に関して 

 6 次産業起業にとって最も基本的な要件の一つが「地域資源」である。起業プランではあ

らかじめ地域資源（原材料）を想定しているわけだが、いざ具体的に商品開発を進めようと

する段階になると、「調達先」「価格」「生産」等に関わることで悩んでいることがわかる。 

47%

45%

41%

27%

17%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

原材料をどこから調達するか

原材料の価格について

原材料の生産について

原材料の数量について

その他

 

 例えば「調達先」に関しては、地産地消の観点から「地産品を 30％、調達範囲を半径 60

キロメートル圏内にすることで車での直接調達に無理のない状況を作った」といった積極的

な記述もあった。また、「価格」では、「（仕入れの）価格設定が高めで、このままでは利益が

あまり出ないことがわかり、今後の参考にしていきたい」「季節によって変動する素材は大量

買付け後、下処理を行い冷凍保存」などの工夫を行っている例が見られた。 

 

 

■商品開発に関して 

 商品開発では「価格（設定）」に悩んでいる起業家が多く、「商品の作り方」「何を作るか」

が続いている。 

42%

45%

55%

31%

41%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

何を作るか

商品の作り方について

商品の価格について

商品の製造数量について

商品のブランドについて

その他

 

 具体的には、「どの程度の価格が手にとって購入していただける範囲なのか」「地域住民に

とっての適正価格と都市住民のそれとは、生活文化の違いから判断しづらかった」「固定経費

を販売価格の 3 分の１に抑えることに目標に商品開発を進めたが、初期段階での目標クリア

はなかなか困難であった」等の記述が見られる一方、「市場価格を参考に、量的なメリットで

割安感を出す」といった工夫もなされていることもわかった。 
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■商品の売り方、販路、顧客ターゲットに関して 

 商品をどのような方法で売っていくか、どのような販売チャネルを使うか？作ることより

も売ることのほうが難しいのは、6 次産業商品に限らない。まして、地域資源（シーズ）志

向の商品開発においては、売り方や販売チャネルの問題はないがしろにされがちである。こ

のあたりは今後の課題であろう。 

49%

64%

46%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

どういう販売方法をとるかについて

販路の開拓に関して

誰に売るかについて

その他

 

 自由記述には、「当面は近隣の道の駅 3ヶ所、直売所 2ヶ所で行い、インターネット販売も

考えている」「買い手の方に商品を直接手にとっていただきたいので、委託販売にするか、店

舗を持つほうがいいのか（悩んでいる）」「できたら直接販売をしていきたいが、数量を増や

すとなると卸もしていかなくてはならず、上代の 80％までで置いてくださるところを探して

いる」等があった。 

 

 

■販売促進に関して 

 販売促進に関してはその「方法」が多くの起業家にとっての課題となっていることがわか

る。ここでは、「そうすればなるべく経費をかけずに効果的なＰＲができるか」が主要な課題

となっている。  

50%

46%

44%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

販売促進方法について

販売促進ツールについて

テストマーケティングの方法や機会について

その他

 

 自由記述を見ると、「マスコミに情報を流す」「イベント会場での販売のほか、新聞の地方

欄に掲載され、また、ラジオ番組でも紹介していただいた」等、いわゆるパブリシティ手法

が効果を上げている様子がわかる。 

 

 

■会社設立に関して 

 起業に当って、どのような法人形態をとるかについても、起業家は悩んだようだ。当プロ

グラムでは、起業の形態はまったく限定せず、個人事業主として開業届け出すことから、株

式会社、ＮＰＯ等々まで認められている。 
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53%

22%

38%

42%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

法人形態について

発起人、株主の人選などについて

届け出方法について

書類作成について

 

 この法人形態の決定に関しては、メンターのアドバイスによるところが大きかったようで

ある。「メンターに相談した結果、収益事業を行うことを考えれば株式会社で行くべき、との

アドバイスを得た。責任の明確化と意思決定の迅速化が必要との観点から」「ＮＰＯからＬＬ

Ｐ、ＬＬＣなどの形態とその特質についてアドバイスを受けた」「合同会社の設立に関する書

類を読むように薦められ、起業に当り合同会社にしようと思った」「メンター、市役所の町づ

くり課に教えてもらっている」「株式会社とも考えたが、地域貢献という起業のイメージから

して、全国に事例等も調査した結果、ＮＰＯ法人とすることとした」等の回答があった。 

 なお、これまでに起業された法人形態は以下の表の通りである。（再掲） 

 

個人事業主 ４９ 

株式会社 ２８ 

合同会社 ７ 

ＮＰＯ法人 ４ 

社団法人 １ 

企業組合 １ 

その他（未起業、未確認含む） １０ 

計 １００ 

■資金調達について 

 当事業の起業支援金は、起業までにかかる費用の一部を提供するものであった。したがっ

て、起業後に必要となる資金は起業家自身が準備していかなければならない。潤沢な自己資

金があれば問題ないが、それはあったとしても例外的である。そこで、自己資金以外の資金

を調達する必要が生じる。 

59%

57%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

資金調達方法、調達先について

補助金、助成金などについて

その他

 

 「メンターから地元銀行の紹介を受けて取引を開始した」「起業後に受けられる補助金もあ

るので、必要に応じて探せばいい」等のアドバイスによって、解決の方向を見出そうとして

いるようだ。また、「設備投資、マーケティング、人材育成など企業に必要と思われるテーマ

を支援している補助金や助成金で有効と思われるものの調達には積極的に挑戦した」「メンタ

ーから教えられた交付金もあり、人材育成や研修に関しての費用負担がなくなり助かった」

という回答もあった。 
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■地域や連携先との関係作りに関して 

 地域での６次産業起業の場合、一緒に事業を進めるパートナーをはじめ、生産、加工、流

通・販売にかかる様々な段階で協力を得、連携していく個人･組織・団体等の存在が必須であ

り、また、行政との関係作りも極めて重要である。 

 昨今のソーシャル・キャピタル論から言っても、地域における豊富な社会関係資本の存在

が経済面に好影響を与えるとされている通りである。 

62%

51%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

どんな団体等と連携すべきか

どういったルートで連携先に話を持ち込むか

その他

 

 「メンターから婦人グループを紹介され、話し合いも仲介してもらって、連携先が決まっ

た」「出身県との前職からのつながりで関係は構築できていたが、他の自治体とも連携してい

きたい」「地域行事への参加や定住センターの協力を得て、いろいろな方々の協力を得られて」

「市役所や商工会議所を訪ねて、いろいろな会合に参加させてもらった」などの自由記述が

あった。 

■メンタルな問題等に関して 

 起業という過程を踏む段階においては、具体的な問題解決のほかに、起業に向かう気持ち

をどう保つかも重要であることをうかがわせている。 

28%

15%

21%

44%

46%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

自信喪失

やる気喪失

地域との軋轢等

事業立ち上げ上の悩み

起業までの過程における悩み

その他

 

 

■メンタル面の問題をどう解決して行きましたか？ 

 メンタル面の問題においてもメンターの役割は大きかったようである。 

25%

44%

60%

17%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ほとんど自分で解決した

起業の仲間や協力者と一緒に解決した

メンターに相談してアドバイスをもらった

まだ解決していない問題がある

その他
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■メンターとの関係の評価 

 当プログラムの特徴の一つとして、一人の起業家に一人のメンターを配したことである。

起業支援対象認定から起業までの期間を通して、起業家と伴走し、様々な課題解決のための

アドバイス、協働等を行う専門家のことである。メンターとの関係について、大部分の起業

家は「うまくいった」と回答している。 

44%

33%

15%

7%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

非常にうまくいった、いっている。

うまくいったほうだ、いっているほうだ。

どちらともいえない

あまりうまくいかなかった、いっていない。

まったくうまくいかなかった、いっていない。

 

 

■起業後のメンターとのコミュニケーション評価 

 起業後、つまりメンタリング期間が経過した後も、多くの起業家が「連絡を取り合ってい

る」様子が窺える。 

35%

37%

2%

26%

起業後も密に連絡をとりあっており、随時相談にのってい
る
起業家とはそう頻繁ではないが、連絡をとりあっている

起業家とはほとんど連絡はない

その他

 

 

 

■農六インキュベーション事業の評価 

 農村六起インキュベーション事業そのものの評価や、認知経路、申請書評価・提出方法等

についての回答は以下の通りであった。 

（事業評価）（事業評価）（事業評価）（事業評価）    

49%

41%

10%

農村六起がなければ起業は考えなかったかもしれ
ない

農村六起がなくても起業していただろう

その他
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（事業認知経路）（事業認知経路）（事業認知経路）（事業認知経路）    

42%

5%

8%

2%

7%

19%

18%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

友人、知人から聞いた

新聞、雑誌などで知った

農村六起ウェブサイトで知った

(農村六起以外の)ウェブサイトで知った

地域パートナーの方から紹介された

メンターの方から紹介された

その他

 

 

（申請書作成）（申請書作成）（申請書作成）（申請書作成）    

15%

35%

32%

16%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

非常に書きやすかった

まあ書きやすかった

どちらともいえない

あまり書きやすくなかった

非常に書きにくかった

 

    

（申請書提出方法）（申請書提出方法）（申請書提出方法）（申請書提出方法）    

81%

13%

6%

ホームページからの申請は良い方法だと思った

ホームページだけでなく他の方法も用意すべきだ

その他
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（３）メンターアンケート 

 

①調査概要                                                      

  調査目的：①農村六プログラムの一つの柱であった「メンター」がどう機能したのかを

検証すること。 

②起業家はどういう悩みや課題を抱え、それをどう解決していったかを把 

 握すること。 

調査対象：ふるさと起業家のメンター延べ 100 名 

       （団体と契約を交わしている場合は、起業家に実際に対応している担当者） 

調査方法：郵送によるアンケート法 

回収数 ：92 

  実施期間：平成 23年 12 月〜平成 24 年 2 月 

 

②調査内容                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

③調査結果                                    

■メンター期間 

 

 

 
 

１．メンターと起業家の関係、コミュニケーション頻度、メンター活動の自己評価 

２．ふるさと起業家から持ちかけられた相談、課題、悩みとそれに対する 

  メンターのアドバイス、解決の仕方等 

３．メンターが考えるふるさと起業家の事業見通しと課題 

４．メンターという制度、役割に関しての考え方 
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起業家との関係起業家との関係起業家との関係起業家との関係

69%

31%

以前からの知り合い

起業家認定を機に知り合った

 

 

 

■起業家とのコミュニケーション手段と頻度 

 メンタリング実施中に起業家とはどの程度の頻度でコミュニケーションをとったかを見る

と、「面談」に関しては、「月に数回」が 91％と圧倒的である。「メール」で一番多いのは「月

に数回」だが、28％と 3 分の１弱を占め、コミュニケーションにおける IT 化時代を感じさ 

せる。 
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■メンタリングの自己評価     

 メンター自身が今回のメンタリングについてどう評価しているかをみると、「非常にうまく

いった」19％、「うまくいったほうだ」48％と、70％弱のメンターが肯定的に評価している。 

19%

48%

29%

3%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

非常にうまくいった

うまくいったほうだ

どちらとも言えない

あまりうまくいかなかった

まったくうまくいかなかった

 

 次に、肯定的に評価しているメンターからはその理由として、「今までの事業経験を生かせ

る領域での起業だったため、細部にわたってメンタリングできた」「初回の面談で、準備から

ゴールまでのシナリオをすべて打ち合わせできたため」「メールや電話という手段を活用して、

遠隔地でもコミュニケーションが図れたこと」等を挙げている。 

 また、起業地が東日本大震災の原発被災地であったために「起業を断念することも考えた

ようだが、将来をにらんで前進することにした。とにかく正直に全品検査を行い、その測定

法、検査値を公表しながら真摯に消費者に向き合うことによって、少しずつ信頼を得ていけ

ばと考えている」と、正面から震災と向き合うことで焦眉を開いていったメンターの声も聞

かれた。 

 一方、「どちらともいえない」「あまりうまくいかなかった」と回答したメンターからは「無

事に事業を立ち上げ、起業に至ったが、収益源となる事業について安心できるほどの見込み

顧客、売上げ計画が立っていない」ため「メンタリングが成功であったか、失敗であったか」

は「成長を見届けての判断としたい」や「起業家本人の『起業』に向ける思いの強さゆえか、

アドバイスした内容と起業家の行動が伴わなかった」といった意見を述べているメンターが

あった。前者はメンターとしての謙虚な姿勢に好感が持て、後者は起業家とメンターとの思

いの差あるいは相性の重要性を窺わせる例である。 

 

 

■メンタリングの現段階 

 今回の事業におけるメンタリングは、ふるさと起業家認定から起業までをメンタリングの

期間とした。そのため、ビジネスプラン・コンペティションのどの回で認定されたかによっ

て、メンタリングの段階に差が出ることは当然だが、調査時点でどの段階にあるかに関して

は以下のような結果であった。 

 もっとも多かったのは、「商品開発に取り組んでいる」40％、次いで「本格的な営業に入っ

ている」30％、「商品販売先を開拓している」27％等となっている。 
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■起業家から持ちかけられた相談、悩み、課題等について 

この設問は起業家の多くが起業に進む段階で直面するであろう課題等を前もって列挙し、

該当するものにチェックを入れてもらう形式をとった。その際の課題（大項目）等は右の通

りである。（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まず、この大項目ベースの集計結果は次のようになった。 

 もっとも多いのは、つまり、ふるさと起業家が最も悩んだ問題は、「事業計画、収支計画に

関して」であった。回答者のうち 80.2％がこれを挙げている。次に多かったのは「商品の売

り方、販路、顧客ターゲットに関して」72.3％、「商品開発」61.4％であった。 

 これは、ふるさと起業家アンケートの結果と当然符合している。このはか「起業支援金の

使途」は、事業の性格上、使途は厳密に定められているため、これを買えるのか、これを支

払うことができるのかといった相談が起業家から投げかけられた結果であろう。 

 「地域や連携先との関係作り」については、農山漁村における起業にとって地域との関係

作りが重要であることが改めて明らかになったと捉えることができる。 

１．事業計画・収支計画について 

２．商品開発のための原材料（地域資源）に関して 

３．商品開発に関して 

４．商品の売り方、販路、顧客ターゲットに関して 

５．販売促進に関して 

６．会社設立に関して 

７．資金調達について 

８．起業支援金の使途について 

９．地域や連携先との関係づくりに関して 

10．パソコンや IT に関すること 

11．起業家の気持ちなどメンタル面の問題に関して 

13%

40%

27%

11%

13%

23%

30%

10%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

1.事業計画書、収支計画書を作成している

2.商品開発に取り組んでいる

3.商品販売先を開拓している

4.販売促進に注力している

5.テスト販売を行った

6.様々なプロモーションをおこなっている

7.本格的な営業に入っている

その他
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80.2%

40.6%

61.4%

72.3%

48.5%

59.4%

49.5%

55.4%

41.6%

25.7%

59.4%

12.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.事業計画・収支計画書について

2.商品開発のための原材料

3.商品開発に関して

4.商品の売り方、販路、顧客ターゲットに関して

5.販売促進に関して

6.会社設立について

7.資金調達について

8.起業支援金の使途について

9.地域や連携先との関係作りに関して

10.パソコンやＩＴに関すること

11.起業家の気持ちなど精神的な問題に関して 

12.その他

 

 

■相談・課題とそれに対するメンターの対応 

 次に、課題（大項目）別に見ていく。これは、大項目で示した相談・課題の内容について

自由記述式に回答してもらう方法を取っている。 

 

●事業計画・収支計画について 

 この設問のサブ選択肢は「事業計画の作成方法について」と「収支計画書の作成方法につ

いて」であった。回答を見ると、両方がそれぞれ 84％、80％となっている。起業家に認定さ

れるとまず、詳細な事業計画、収支計画の作成に取りかかることになっており、この段階で

悩んでしまう起業家が多かったことを示している。 このような起業家からの相談に対して、

メンターは「面談の上、逐一、記入作業を一緒に行った」「事業計画とは何か、収支計画とは

何か、事業を興すとは何か、その目的と方法と責任について一から話をした」等で対応して

いる。“起業初心者”にとってこれが最初の関門になったと考えられる。起業アイデアを事業

計画に落とし込むことに不慣れな（これは事業の性格上、致し方ない側面である）起業家が

ある一定の数、存在したことを窺わせている。 

84%

80%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

事業計画の作成方法について

収支計画書の作成方法について

その他
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●商品開発のための原材料（地域資源）に関して 

 「原材料をどこから調達するか」が 59％、「原材料の価格について」56％、「原材料の生産

について」32％となっている。農村の６次産業化というテーマから言って、本来、原材料（地

域資源等）については、ある程度の目処が立っていることが前提であるが、この当たりの“詰

め”が甘い例があったのであろう。 

59%

56%

32%

32%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

原材料をどこから調達するか

原材料の価格について

原材料の生産について

原材料の数量について

その他

 

 

●商品開発に関して 

 「何を作るか」（52％）、「商品のブランド化」「商品の価格について」がいずれも 50％で続

いている。起業家からの相談内容を見ると「何をどうつくったらいいのかわからない」「どれ

だけの数量を作るべきなのかわからない」「適正価格がわからない」「ブランド化したいがそ

の方法は」といった基本的な相談が多かったようである。これに対してメンターは「直売所

を見学させ、どのような商品・ターゲット・価格が良いかを再考させた」「（ふるさと起業家

が考えている農産物だけで）事業展開していくことは難しいと思われたため、商品ラインア

ップの裾野を広げるようアドバイス」「単に製造経費に 30％を上乗せするなど、実際的でな

い価格設定を行っていたので、市場調査を行うよう助言する」などの対応を行っている。 

 また、ブランド化に関してはメンター側から「より多くの顧客を獲得するために、ブラン

ド化が有効である」とアドバイスを行うなど、積極的に対応している。 

52%

42%

50%

24%

50%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

何を作るか

商品の作り方について

商品の価格について

商品の製造数量について

商品のブランドについて

その他

 

 

●商品の売り方、販路、顧客ターゲットに関して 

 ６次産業化に限らず「販路」の問題は、商品開発と並ぶマーケティング上の最大のテーマ

であるが、ふるさと起業家にとってもそれは例外ではない。「販路」が 68％で最も多く、続

いて「販売方法」（56％）、「誰に売るか」（48％）となっている。誰に、どういう方法で、ど

んなチャネルを使って売るのか、起業プランを実際のビジネスとして展開していく場合、乗

り越えなければならない最初の“山”なのであろう。 

 メンターはこれに対し、「まず誰に売るかを明確にする手伝いをし、その顧客ターゲットへ
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のアプローチ方法を共に検討し、販路開拓の相談にも乗った」「インタ^ネットを使って安易

に商品が売れると考えていたので、それは層ではないことを指摘し、想定顧客、販売方法、

販路を一つのまとまりとして検討した」などの対応がとられている。 

56%

68%

48%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

どういう販売方法をとるかについて

販路の開拓に関して

誰に売るかについて

その他

 

 

 

●販売促進に関して 

 「販売促進」に関しては、「販売促進方法」「販売促進ツール」「テストマーケティング方法」

がほぼ同じ割合であった。 

 メンターの力が発揮できる領域のテーマであったのかそのアドバイス、対応は具体的、個

別的である。例えば「自然食品店にターゲットを絞り、どのような店舗があるのか、何を取

り扱っているのかを調査するよう提案。販売促進のための営業ツールをまずは整備するよう

にした」「高級スーパーやホテル、レストランについては同行し、プロモーションを行った」

「商品販売に向け、まずはイベント参加し商品販売を行った」「テストマーケティングは、必

ず購入してくれるであろう顧客候補に行ってみること。必ずアンケート等で生の声を収集す

ることなどをアドバイスした」などである。 

55%

53%

49%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

販売促進方法について

販売促進ツールについて

テストマーケティングの方法について

その他

 

 

 

●会社設立について 

 今回の事業における最終ゴールは「起業」である。この場合の起業とは、法人設立、開業

届けの提出などを言う。前者には、株式会社、有限会社から NPO 法人等を含む。この形態を

何にするかについて相談が多かったことを示している。起業家からの相談に対して、メンタ

ーは「NPO 法人、株式会社等の法的な取り扱いや運営上の違いなどを説明」したり、「面談の

上、設立の手続き一式について、実際の申請用紙をもとに説明」したりしている。また、「最

初は個人事業主でもよいが、信頼や融資元を確保するためにも将来的に農業生産法人を起業

し、地域の若者と連携しビジネスを行うよう提案した」。さらに、NPO 法人を希望していたが、

設立の時間がかかるため一般社団法人とすることを指導した」等々、行き届いたアドバイス

がなされている様子が窺える。 
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70%

23%

40%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

法人形態について

発起人、株主の人選などについて

届け出方法について

書類作成について

 

 

●資金調達について 

 資金調達に関しては「補助金、助成金について」の相談が多かったようである。具体的に

は、「当初の予定より資金がかかり、どこかの補助金や融資を使えないだろうか」という内容

のようである。 

 これに対して、「日本政策金融公庫に相談し、計画書等の手続きを行い、スムーズに調達で

きるよう立案、連絡、調整を行った」メンターの例などが見られる。 

52%

84%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

資金調達方法

補助金、助成金について

その他

 

 

●起業支援金の使途について 

 これは当事業のスキームに関わることであるが、支援金を使えるもの、使えないものの判

断に悩んだ起業家が多かった。 

82%

68%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

支援金を使えるもの、使えないものの判断

請求方法や請求時期、支払い時期など

その他

 

 

●地域や連携先との関係作りに関して 

 地域での事業展開にとって、地域との関係作りは死活的に重要であり、メンター側もその

ことは十分理解しているようであり、「6次産業化を目指すグループへの参加を促し、積極的

に関係作りを行うようアドバイスした」例や、「自治体とも連絡を取り情報収集に努めるよう

助言した」例などが見られた。 

76%

55%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

どんな団体と連携すべきか

どういたルートで連携先に話を持ち込むか

その他
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●パソコンや IT に関すること 

 この領域についての相談は相対的に少なかったようである。地域での起業にとって、ある程度パソ

コンを使えることはある意味“前提”というべきであり、入門講座、小テスト、起業プランの申請などが

ホームページ上から行うこととした点に若干の危惧はあったが、それは杞憂に終わったといえる。も

ちろん、パソコンが使えない、メールアドレスを持っていない起業家の例はあったが、それはレアケー

スと見てもいいだろう。 

46%

19%

27%

15%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

パソコンが不得手

ネットが使えない

ホームページの知識

その他

 

 

●起業家の気持ちなどメンタル面に関して 

 これまでの仕事をやめて起業しよう、あるいは起業という形で社会に出ようとする学生にとって、起

業に至る過程でやる気を保持し、自信を持ってことに当たっていくことは精神的な付加も多いのでは

ないか、という視点から、この質問を設けたわけだが、存外、この悩みを持つ起業家は少なかったよ

うである。しかし、「移住することに対する不安」「対人関係の悩み」「自分が本当に（この事業をできる

のか）といった相談をもとかけられた例もみられた。これに対してメンターは「真摯な姿勢が必ずいい

方向に向かうものとアドバイスした」「優先順位を明確にすること」等の、起業家に寄り添った親身な

指導が行われたようである。 

 

■起業後の起業家とのコミュニケーション状況 

 半分以上のメンターが起業後も「連絡」を取り合っているとしている。 

 

35%

37%

2%

26%

起業後も密に連絡をとりあっており、随時相談にのってい
る
起業家とはそう頻繁ではないが、連絡をとりあっている

起業家とはほとんど連絡はない

その他

 

18%

18%

30%

52%

68%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

自信喪失

やる気喪失

地域との軋轢など

事業立ち上げ上の悩み

起業までの過程における悩み

その他
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ⅣⅣⅣⅣ．．．．インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップ事業事業事業事業の実施の実施の実施の実施    

（取組③（取組③（取組③（取組③    ６次企業人材創出６次企業人材創出６次企業人材創出６次企業人材創出        取組④取組④取組④取組④    eeee----ラーニング構築）ラーニング構築）ラーニング構築）ラーニング構築）    

１．実施の枠組み 

（１）実施の方針 

農村六起インターンシップ事業は、以下の方針に基づいて実施した。 

  ①社会的企業を志す様々な属性を持つ人が参加しやすい研修とするために、多様なプロ

グラムを用意する。 

  ②同じ理由により、全国各地から現地において講義研修を受講できるシステム（ｅラー

ニングシステム）を開発・運営する。 

  ③ｅラーニング用コンテンツ作成を兼ねて、“第１クール”の講義研修は東京で実施する。 

  ④講義研修のカリキュラム開発にあたっては、現代における社会的企業の意義や社会起

業の重要性の理解を促すと同時に、多くの事例を組み込むことにより、理論的にも実

践的にも研修生の“役に立つ”内容とする。 

  ⑤地域パートナーが行う研修（講義研修・実地研修）においては、地域の特性を重視し

たカリキュラムの開発・実施を求めていく。 

 

（２）実施体制； 地域パートナーとの協力 

農山漁村の課題を解決できる社会的企業人材を育成することを目的としたプログラムであ

る。当センターの地域パートナーと協力し、全国各地で研修プログラムを展開した。 

 

最終的には 3,051 名が本プログラムを修了し、各地域で活躍している。 
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（３）研修プログラムの構成 

本プログラムは、講義研修（座学）と実地研修から構成され、実質 180 時間のプログラム

となっている。180 時間の構成については研修メニュー毎に換算時間数を内規により定め、

地域パートナー毎に 180 時間の研修プログラムを策定した。その後事務局による確認を経て、

研修プログラムを開始させることとした。 

 

 

 

 

 

 

コースはレギュラーコースとチャレンジコースに分かれている。レギュラーコースは、6 次産

業の基礎から応用までしっかりと学べるコースであり、またチャレンジコースは、6 次産業や地

域活性に関する初歩的な知識を学ぶことが出来るコースとなっている。 

 

■レギュラーコース 

レギュラーコースの換算時間数は以下の表のようになっている。 

表 15．レギュラーコースの換算時間数 

 換算時間 備考 

入門講座 6h 理解度を図るためのテストを同時に実施 

E ラーニング 3h／講義 A4 で 2/3 枚程度（800 字程度）のレポート 1 枚を含む 

実地研修 6h~9h／日  

ワークショップ 0h～90h  

自由課題 0h～90h  

レポート 6h/枚 A4 で 1 枚程度（1200 字程度）とする 

 

■チャレンジコース 

チャレンジコースの換算時間数は下表の通りである。チャレンジコース受講者はレギュラーコ

ース受講者と比べ、研修内容の理解に時間がかかることから、レギュラーコースよりも換算時間

数が多くなっている。 

表 16．チャレンジコースの換算時間数 

 換算時間 備考 

入門講座 24h 理解度を図るためのテストを同時に実施 

E ラーニング 18h／講義 A4 で 2/3 枚程度（800 字程度）のレポート 1 枚を含む 

実地研修 12h／日  

自由課題 0h～90h  

レポート 12h／枚 A4 で 1 枚程度（1200 字程度）とする 

 

 

当センター内規に 
基づき研修プログラ
ム案作成 

 

研修内容を確認 

 

研修プログラム開始 

地域パートナー 本部事務局 地域パートナー
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（４）入門講座 

全ての研修生が、6 次産業や社会的企業に関する知識を学び、その後の講義・実地研修に臨む

よう、研修の最初には『地域起業家人材育成のための社会システム構築に関する構想』と題した

入門講座を読み、入門テストを受験することを必須とした。 

 入門テストはウェブ上での受験を基本とするが、集合形式による研修プログラムを実施する場

合は、紙媒体でテストを実施、正解率 8割以上で合格とした。 

 

 

（５）講義研修と実地研修 

講義研修の目的は、社会的企業や社会起業の現在的意義から始まり、６次産業化の前提となる

わが国農業の現状、そして 6次産業化の事例までを座学によって理解することである。当事業の

実施に当っては、実施主体としての上記諸テーマについてに基本的認識を共有してもらうために

も、当初、東京で 19 の講義を行い、これを収録し、ｅラーニング教材とし、また、ＤＶＤ化する

ことによって、地域で実施する集合研修での活用を図った。 

また、実地研修は、現場を知ることを第一義とし、農業生産、加工、販売に関連する組織や加

工・流通や観光・ツーリズム、地域おこし関連の団体等、研修分野ごとに、地域の協力を得て実

施した。 
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２．講義研修 

（１）研修のカリキュラム 

 講義研修カリキュラムは、実施する地域パートナーごとに作成したが、基本的に下記の、東京

開催時のカリキュラム（講義テーマ）に沿って行うこととした。 

 東京開催の講義研修によって開発された教材は基礎編 19 コマ、応用編 12 コマ、そして事例編

10 コマの計 41 コマである。 

 

 

 

 

また講義を受講した際は、1講義につき 800 字程度のレポートを提出することを必須とした。 

  

表 17．基礎編一覧 

No モジュール 講義テーマ 講師名 

1 イントロダクシ

ョン 

ふるさと起業塾と農村六起 
猪瀬直樹 

高橋公 

2 社会起業家（チェンジメーカー）とは 上田晶美 

3 

新しい社会の構

造 

「新しいコミュニティ」と社会的企業 福士正博 

4 定常化社会の展望 広井良典 

5 「分かち合い」による新しい社会の構想 神野直彦 

6 「よりよく生きる」場としてのソーシャルビジネス 菅正広 

7 

世界と日本の農

業・農村 

グローバル化の中での日本の農業・農村 堀口健治 

8 日本の農業・農村のグランドデザイン 蔦谷栄一 

9 
食と景観による地域活性化 

～フランス農業から日本の未来を考える～ 
小俣寛 

10 
農業・農村の 6

次産業化 

農業・農村 6 次産業化の政策理念 武本俊彦 

11 地域再生と 6 次産業化～今、なぜ 6 次産業なのか 末松広行 

12 6 次産業化と地域ブランド 後久博 

13 
<農村六起>の 3

つの重点分野 

<ふるさと回帰産業>の展望と企業化方策 玉田樹 

14 地域複合アグリビジネスの事業創造 川辺紘一 

15 “次世代ツーリズム”が拓く「グリーンライフ産業」の展望 佐藤誠 

16 

ふるさと起業家 

社会起業家の先駆けとして 藤田和芳 

17 社会イノベーションと 6 次産業化 

神成淳司 

高橋公 

脇坂真史 

18 
特別講義 

農商工連携（農村の六次産業化）基礎講座 養父信夫 

19 聖徳太子 -理想の社会づくり- 大野 玄妙 

 

①6次産業の理論的基礎を学ぶ講義（基礎編）           19 コマ 

②起業に必要な知識を学ぶ起業支援特別講義（応用編）       12 コマ 

③各地の 6次産業実践者へのインタビュー等を中心とした事例講義等 10 コマ 
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 表 18．応用編一覧 

No モジュール テーマ 講師 

1 

<農村六起> 

ビジネスプランの 

基本事項 

<農村六起>ビジネスプランとは？ 

～ビジネスプランの意義・役割と基本構成 
川辺紘一 

2 
テーマの選定と事業企画の構成 

～テーマ選定の手順と事業化仮説の構築 
川辺紘一 

3 
事業企画の評価と検証 

～事業化仮説（ビジネスモデル）の成立可能性の検証 
玉田樹 

4 

<農村六起> 

ビジネスプランの 

事例研究 

<農村六起>ビジネスプランの事例研究① 

～「地域複合アグリビジネス」の起業計画事例 
川辺紘一 

5 
<農村六起>ビジネスプランの事例研究② 

～「ふるさと回帰ビジネス」の起業計画事例 
玉田樹 

6 
<農村六起>ビジネスプランの事例研究③ 

～「新しいツーリズムビジネス」の起業計画事例 
木谷敏夫 

7 
事業計画内容の 

立案 

マーケティングの基礎 

村上知也 8 販売の進め方 

9 プロモーションの進め方 

10 
事業体の設立と 

開業 

事業経営と財務についての基礎 

山口真導 11 収支計画・資金計画の立案 

12 事業体の設立と資金の調達 
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表 19．事例編一覧 

No テーマ 講師 

1 
流通で日本の農業を変える 

～ 株式会社生産者連合デコポン 井尻弘～前編 
井尻弘 

2 
流通で日本の農業を変える 

～ 株式会社生産者連合デコポン 井尻弘～後編 
井尻弘 

3 
障がい者が主役になれる六次化事業を  

～ふるさと起業家 渡部哲也～ 
渡部哲也 

4 六次産業による地域活性化～人吉ひまわり亭の取組み事例～ 本田節 

5 六次産業による地域活性化～おおむら夢ファームシュシュの取組み事例～ 山口成美 

6 
「地域で活動する現場から」インタビュー 

～研修生を受入れる上での心得、研修生の想い～ 

【受入研修先】 

道の駅たちばな 

アグリスタイル 

ひまわり亭 

7 
パネルディスカッション 

「都市の若者の受け入れを通じた地域資源活用の可能性」 

養父信夫 

三浦、森、山瀧 

8 “未開の地”で起業する 菊間彰 

9 
地域連携、広域連携で取組む 

ツーリズム、町興し事業 
木村宏 

10 「ヨソモノ」の風を取り込んだ地域づくり 
村上律子 

兼頭一司 
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表 20．講師一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師名 属   性 

井尻 弘 株式会社生産者連合デコポン代表取締役 

猪瀬 直樹 東京都副知事 

上田 晶美 はなまるキャリアコンサルタント 

小俣 寛 （財）北海道地域総合振興機構主任研究員 

兼頭 一司 株式会社しまの会社代表取締役 

川辺 紘一 北海道大学客員教授 

菅  正広 元財務省大臣官房参事官、前北海道大学教授 

菊間 彰 よろず体験事務所をかしや 

木谷 敏夫 株式会社マインドシェア顧問 

後久 博 コーソー経営研究所所長 

佐藤 誠 北海道大学観光学高等研究センター教授 

神成 淳司 慶応義塾大学 

神野 直彦 地方財政制度調査会会長 

末松 広行 農林水産省大臣官房政策課長 

高橋 公 認定ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター専務理事・事務局長 

武本 俊彦 衆議院調査局農林水産調査室主席調査官 

玉田 樹 ㈱ふるさと回帰総合政策研究所代表取締役 

蔦谷 栄一 農林中金総合研究所特別理事 

広井 良典 千葉大学法経学部教授 

福士 正博 東京経済大学教授 

藤田 和芳 大地を守る会会長 

堀口 健治 早稲田大学政治経済学術院教授 

本田 節 ひまわり亭 

村上 知也 地域コンサルタント 

村上 律子 おいでんさいグループ代表 

山口 真導 株式会社アカウンタックス代表取締役 

山口 成美 有限会社シュシュ代表取締役 

養父 信夫 九州のムラたび応援団団長 

脇坂 真史 ＮＰＯ法人農家のこせがれネットワーク理事 

渡部 哲也 株式会社アップルファーム代表取締役 

（属性は当時） 
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（２）E ラーニング 

 

2010年 7月にライブ形式で行った 6次産業の理論的基礎を学ぶ講義（基礎編）や、2010年 12

月に同じくライブ形式で行った起業に必要な知識を学ぶ起業支援特別講義（応用編）、また各地の

6次産業実践者へのインタビュー等を中心とした事例講義等を、慶応大学SFC研究所の監修の下、

アーカイブ化し、インターネット上でオンデマンド配信した。 

オンデマンド配信にあたっては、e ラーニング等で実績のある「ブイキューブ」システムを使

用した。なお本事業の趣旨を鑑み、ナロードバンド地域でも視聴できるよう画質は低めに設定し、

パソコン環境が不十分な地域やユーザーでも見られるよう配慮した。 

 

 

Ｅラーニングシステム構成の概要 
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３．実地研修 

（１）実地研修先 

全国各地の先進的な 6次産業の現場で、最低 1日以上の就業体験を行った。農業をはじめ、加

工・流通や観光・ツーリズム、地域おこしなど様々なジャンルも設定した。 

 

（２）ワークショップと自由課題 

研修生が主体的に議論するための場として、プログラムによってはワークショップを設定した。

教材はパートナー独自に開発したもの、また上記 eラーニング教材を使ってのワークショップな

ど地域の特性に応じ、多岐にわたった。 

研修生が学んだ成果を活かし、自由に学習するため、プログラムによっては自由課題を設けた。

課題は研修生が自主的に調査・フィールドワークするものや、実地研修先や課題への企画提案な

ど様々であった。 
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４．地域パートナー等実施プログラムと結果 

（１）レギュラーコース 

 レギュラーコースとは、本格的に６次産業化について学びたい方、就業を考えている方等を対

象として実施したもので、計 2,336 名がこれを修了した。 

 

表 21.レギュラーコース修了者の内訳 

地域パートナー名 プログラム 実施地域 開催時期 研修修了生 

本部事務局 

1 ヶ月プログラム 全国各地 2010 年 7 月～9 月 8 名 

起業支援特別 

プログラム 
東京都・千葉県 2010 年 12 月～2 月 19 名 

プレミアム 

インターンシップ 
東京都・千葉県 2011 年 8 月～9 月 150 名 

復興応援 

キャラバン 
東京都 2011 年 10 月～12 月 250 名 

東京農業大学オホー

ツク校連携 
北海道 2011 年 8 月～10 月 25 名 

東京農業大学連携 新潟県 2011 年 8 月～10 月 25 名 

早稲田大学 

有志連携 
東京都 2011 年 7 月～10 月 37 名 

中央大学連携 東京都 2011 年 8 月～10 月 16 名 

せんだい 

ファミリアマルシェ 

実行委員会 

1 か月プログラム 宮城県 2010 年 7 月～10 月 60 名 

ファミリア 

プログラム 
宮城県・千葉県 2010 年 10 月～2011 年 10 月 27 名 

宮城大学 

事業構想学部 
宮城県 2011 年 6 月～7 月 207 名 

宮城大学 

食産業学部 
宮城県 2011 年 7 月～11 月 76 名 

（社）中越防災 

安全推進機構 

1 ヶ月プログラム 新潟県 2011 年 9 月～10 月 10 名 

起業支援特別講座 新潟県 2011 年 4 月～7 月 24 名 

新潟産業大学連携 新潟県 2011 年 7 月～9 月 5 名 

長岡大学連携 新潟県 2011 年 7 月～10 月 16 名 

新潟工科大学連携 新潟県 2011 年 4 月～10 月 9 名 

九州のムラたび 

応援団 

RCC 東京都 2011 年 9 月～10 月 11 名 

広島県三次市 広島県 2011 年 8 月～12 月 17 名 

山口県周防大島 山口県 2011 年 5 月～9 月 14 名 

福岡県八女市 福岡県 2011 年 8 月～12 月 21 名 

福岡県鞍手・直方 福岡県 2011 年 8 月～12 月 43 名 

長崎県島原市 A 長崎県 2011 年 8 月～12 月 16 名 

長崎県島原市 B 長崎県 2011 年 8 月～12 月 14 名 
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熊本県八代 A 熊本県 2010 年 11 月～2011 年 3 月 23 名 

熊本県八代 B 熊本県 2011 年 4 月～7 月 16 名 

鹿児島県志布志市 A 鹿児島県 2011 年 6 月～9 月 12 名 

鹿児島県志布志市 B 鹿児島県 2011 年 6 月～9 月 13 名 

（株）LIFE LAB 

6 次産業 

インターンシップ 

北海道・埼玉県・ 

東京都・千葉県・ 

神奈川県・岐阜県・ 

愛知県 

2010 年 12 月～2011 年 11 月 236 名 

城西大学連携 埼玉県 2011 年 4 月～9 月 35 名 

（株）アースカラー 半農半 X 道場 千葉県 2011 年 4 月～10 月 40 名 

木匠塾 

中津川市 岐阜県 2011 年 6 月～9 月 123 名 

佐渡市 新潟県 2011 年 5 月～9 月 28 名 

米子高専連携 鳥取県 2011 年 5 月～9 月 10 名 

自治体 

岩手県遠野市 岩手県 2011 年 7 月～12 月 21 名 

山形県米沢市 山形県 2011 年 8 月～10 月 26 名 

新潟県長岡市 新潟県 2011 年 7 月～8 月 11 名 

山梨県早川町 山梨県 2011 年 7 月～9 月 4 名 

長野県飯山市 長野県 2011 年 7 月～9 月 4 名 

石川県金沢市 石川県 2011 年 7 月～9 月 4 名 

福井県若狭町 福井県 2011 年 6 月～10 月 42 名 

和歌山県紀美野町 和歌山県 2011 年 7 月～9 月 4 名 

和歌山県 

田辺市・那智勝浦町 
和歌山県 2011 年 7 月～9 月 8 名 

和歌山県日高川町 和歌山県 2011 年 7 月～9 月 2 名 

兵庫県姫路市 兵庫県 2011 年 8 月～10 月 14 名 

宮崎県高千穂町 宮崎県 2011 年 7 月～9 月 7 名 

熊本県小国町 熊本県 2011 年 6 月～12 月 6 名 

長野ふるさと回帰 

支援センター 

農六新庄塾 山形県 2011 年 5 月～12 月 6 名 

農六小国塾 山形県 2011 年 5 月～12 月 12 名 

農六小海塾 長野県 2011 年 5 月～12 月 16 名 

農六飯山塾 長野県 2011 年 5 月～12 月 14 名 

農六小川塾 長野県 2011 年 9 月～12 月 11 名 

農六南房総塾 千葉県 2011 年 4 月～12 月 8 名 

農六高島塾 滋賀県 2011 年 5 月～12 月 11 名 

未来環境福祉 

ネットワーク 
地域づくりインターン 宮城県 2011 年 7 月～9 月 214 名 

宮城復興 

支援センター 

地域づくり 

インターン 
宮城県 2011 年 4 月～9 月 75 名 

NPO 遠野山・里・暮

らしネットワーク 

地域づくり 

インターン 
岩手県 2011 年 8 月～9 月 76 名 
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大阪ふるさと回帰支

援センター 

大阪ふるさと回帰支

援センター 
大阪府 2011 年 8 月～10 月 5 名 

マイファーム 

インターン 
京都府 2011 年 8 月～10 月 61 名 

神戸大学連携 兵庫県 2011 年 5 月～10 月 9 名 

神戸夙川大学院大学

連携 
兵庫県 2011 年 4 月～10 月 21 名 

立命館大学連携 京都府 2011 年 4 月～10 月 19 名 

 

 

（２）チャレンジコース 

 チャレンジコースは、6 次産業化の基礎を学びたい学生等を対象に短期集中型のコースとして

実施されたもので、計 715 名が修了した。 

 

 

表 22．チャレンジコース修了者の内訳 

地域パートナー名 プログラム 実施地域 開催時期 研修修了生 

本部事務局 

6 次産業起業チャレンジコー

ス・ふるさと起業チャレンジコ

ース 

全国各地 2010 年 7 月～9 月 60 名 

 
プレミアム 

インターンシップ 
東京都・千葉県 2011 年 8 月～9 月 150 名 

 
復興応援 

キャラバン 
東京都・千葉県 2011 年 10 月～12 月 250 名 

 
早稲田大学ボランティアセンタ

ー連携 
東京都 2011 年 10 月～12 月 7 名 

（株）アースカラー チャレンジコース 関東 2011 年 4 月～12 月 9 名 

（株）ライフラボ チャレンジコース 関東 
2010 年 10 月～2011 年

12 月 
120 名 

（社）中越防災安全 

推進機構 
チャレンジコース 北海道 2011 年 8 月～10 月 30 名 

九州の 

ムラたび応援団 
チャレンジコース 九州 2011 年 8 月～10 月 89 名 
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Ⅴ．インターンシップ事業の成果Ⅴ．インターンシップ事業の成果Ⅴ．インターンシップ事業の成果Ⅴ．インターンシップ事業の成果（（（（取組③６次企業人材創出取組③６次企業人材創出取組③６次企業人材創出取組③６次企業人材創出））））    

１．インターンシップ事業の成果の概要 

（１）属性別の研修修了者 

 

①年齢別 

 インターンシップ研修修了者は男 1,919 名、女 1,132 名で男が 62.9％を占めた。また年齢別割

合を見ると、45.5％を占めた 20 代が最も多く、次いで 30 代（17.5％）、40 代（12.5％）となっ

た。男女別を見ると、男女とも 20 代が最も多いが、男の２位が 30 代なのに対し、女のそれは 10

代であり好対照をなしている。 

   表 23．インターンシップ修了者の男女・年齢別内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②職業別 

 職業別の修了者数をみると、最も多いのは「大学生」であり、46.5％を占めた。次いで「会社

員」の 25.2％であり、以下は一桁の数字が並ぶ。インターンシップ事業が極めて多様な層に関心

をもたれ、参加してくれたことを物語っている。 

 男 女 計 

 実数 構成比 実数 構成比 実数 

10 歳代 137 45.7 163 54.3 300 

20 歳代 837 60.3 551 39.7 1388 

30 歳代 366 68.5 168 31.5 534 

40 歳代 264 69.3 117 30.7 381 

50 歳代 177 69.7 77 30.3 254 

60 歳代 113 73.4 41 26.6 154 

70 歳代～ 25 63.2 15 36.8 40 

合計 1919 62.9 1132 37.1 3051 
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（２）地域別の研修修了者 

 

 地域別修了者数は以下の通りである。重点地域において地域パートナー制を採ったことによっ

て、全国的広がりの中で修了者が出ていることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 25．インターンシップ修了者の地域別内訳 

地方名 
修了者数 構成比（％） 

計 男 女 地域別 男女別 男 女 

1 北海道 63 43 20 2.1 100.0 68.3 31.7 

2 東北 625 321 304 20.5 100.0 51.4 48.6 

3 関東 1,475 978 497 48.3 100.0 66.3 33.7 

4 北陸 106 71 35 3.5 100.0 67.0 33.0 

5 中部 113 82 31 3.7 100.0 72.6 27.4 

6 近畿 308 179 129 10.1 100.0 58.1 41.9 

7 中国 60 41 19 2.0 100.0 68.3 31.7 

8 四国 7 3 4 0.2 100.0 42.9 57.1 

9 九州 294 201 93 9.6 100.0 68.4 31.6 

合計 3,051 1,919 1,132 100.0 100.0 62.9 37.1 

 

表 24．農村六起・インターンシップ修了者の属性 

属性 人数 構成比 

1 公務員 50 1.6% 

2 団体職員 38 1.2% 

3 会社員 768 25.2% 

4 嘱託職員 9 0.3% 

5 派遣社員・契約社員 29 1.0% 

6 自営業・フリーランス 277 9.1% 

7 アルバイト・パート 113 3.7% 

8 家事手伝い 21 0.7% 

 

属性 人数 構成比 

9 高校生 2 0.1% 

10 大学生 1,419 46.5% 

11 短大生 0 0.0% 

12 専門学校生 9 0.3% 

13 職業訓練生 6 0.2% 

14 就職活動中 56 1.8% 

15 無職 174 5.7% 

16 その他 80 2.6% 

  合計 3,051 100% 

 



75 

２．インターンシップ事業の研修事例 

（１）地域複合アグリビジネスの研修事例 

 

■LIFE LAB インターンシップ 

＜概要＞ 

本インターンシップは、6 次産業の代表的事例である、地域複合アグリビジネスを実践的

に学ぶことを目的に実施された。研修生は、同社が運営する農業生産法人等の求人サイト「第

一次産業ネット」を中心に募集を行った。 

 

カリキュラム 

1 入門講座 6 時間  

2 オリエンテーション 0～3 時間  

3 E ラーニング 0～72 時間 3 講義を選択し、受講後レポートを作成 

4 実地研修 18～207 時間 日数により研修時間が変動 

5 実地研修レポート 12～66 時間 実地研修に関するレポートを作成 

6 自由課題レポート 0～66 時間 
6 次産業に関して、各自で課題を設定しレポート
を作成 

                                            

講義研修は農村六起の e ラーニングを使用し、研修生が自由に選択する形とした。 

実地研修は、同社と提携している全国各地の 6 次産業を実践する農業生産法人や企業等で実

施された。研修先は以下の通りである。 

受入先企業名 地域 概要 

株式会社 Life Lab 東京都 

インターネットと農業を組み合わせたビジネ
スモデルの事例をライフラボで学ぶ。さらに農
産物の直売イベント等にも参加し、双方向から
農業ビジネスの可能性を検証する 

横田農場 埼玉県小川町 

10 年以上、無農薬・無化学肥料栽培で農産物を
作っている横田農場で農業とはどんなものな
のかを知る。また飲食店などへ直接販売を行う
ためのノウハウなども学ぶ。 

青空市場 東京都 

農産物の直売を通して農業に必要なマーケテ
ィングの要素である、消費者のニーズを聞くと
いう、事業の基本であり、最も大切な要素を学
ぶ機会を作る。またＰＯＰなども作成すること
で販促についても学ぶ。 

フロンティア 
ファーマーズ 

長野県東御市 
農産物を作る現場の仕事やジャムなどの加工
品を作る技術を習得する。また軽井沢アウトレ
ットを行うためのノウハウなども学ぶ。 

早坂園芸 千葉県木更津市 
花を中心に果樹、野菜を栽培しており、取引先
はオリエンタルランド等の大企業が含まれて
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おり、その取引先はすべて自社開拓という営業
力が特徴。更にマルシェへ出店したり、直売店
を運営するなど 6次産業を積極的に推進してい
る農業企業で販売から生産まで学ぶ。 

和郷園 千葉県香取市 

日本でもっとも有名な農業生産グル―プ。木内
代表率いる和郷園は直売店、複合レジャー施
設、野菜カット工場、冷凍工場、リサイクルプ
ラントなどを運営する中で、大きく6次産業を
学ぶ。 

山森農園 東京都 

高円寺周辺に2店舗の八百屋、田園都市線『藤
が丘駅』ではジュースバーを運営。人参ジュー
スが人気商品で、その加工技術、接客体験等幅
広い技術と知識を学ぶ。 

永田農園 神奈川県藤沢市 

花の栽培を中心に野菜栽培に取り組む。都市近
郊の立地を活かしてホームセンターなどの取
引先を中心に自社販売を進めている。企業的農
業経営を体験できる。 

H&L プランテーション 
愛知県春日市 
長野県諏訪郡富士見
町 

愛知県と長野県に農場を持ち、直売店で販売を
行っている。ガーデニングのニーズに対応した
植物を多数作っており、経営ノウハウを学ぶ。 

北海道ホープランド 北海道中川郡幕別町 

いちご観光農園の他、直売店への出荷、サイト
での農産物販売など多岐にわたるマーケティ
ングを実施している。栽培技術だけでなく、販
売、ネット管理、来客対応など 6 次産業を幅広
く学ぶことができる。 

西垣園芸 岐阜県加茂郡川辺町 

全国への出荷の他に直売店での鉢花の販売や
寄せ植えなどをしながら6次産業を取り入れて
おり、その経営ノウハウを習得できるプログラ
ムになっている。 

忍びの里 三重県名張市 

主力商品はかぼちゃで、これを契約栽培、ネッ
トショップの方法で販売している。経営資源を
収集させるためのアイデア、販路、ネットを使
ったマーケティングなどが学べるプログラム
になっている。 

 

 

 

研修の様子 
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＜成果と期待＞ 

応募した研修生は募集した媒体の性質上、そもそも就農を希望する者が多かった。 

そういった研修生に対し、6 次産業、そして地域複合アグリビジネスの意義を指導したこと

には大きな意義があると考えられる。実際に就農した際も、高付加価値化、6 次産業化とい

うことを念頭におきながら、農業を展開していくことが期待できる。 

また研修の定量的成果としては、本インターンシップの研修に参加した学生 1 名が、イン

キュベーション事業に応募し、起業支援対象者として認定されている。他にも本インターン

シップの研修生が 6次産業企業等へ就職したとの報告がある。 

 

（２）ふるさと回帰産業の研修事例 

 

■木匠塾連携インターンシップ 

＜概要＞ 

本インターンシップは、全国の建築系の大学教員や建築家で構成される「建築フォーラム」

が行っている「木匠塾」と連携したプログラムである。木匠塾とは建築を学ぶ学生や若手の

建築家を対象に、林業の盛んな地域において地元の自治体の協力を得ながら、伝統的木造建

築や山村地域への理解、維持・保全を学ぶことを目的としたものである。本プロジェクトで

は、新潟県佐渡市（NPO 法人佐渡文化財研究所）、岐阜県中津川市（加子母木匠塾実行委員会）、

鳥取県米子市（米子高等専門学校）の 3地域と連携し、インターンシップを実施した。 

カリキュラム 

1 オリエンテーション 3 時間 本事業の趣旨、研修の諸注意等の説明 

2 入門講座 6 時間  

3 課題演習 36 時間 模型作成など 

4 講義研修 6 時間 研修先で講義研修を実施 

5 現地研修 117 時間 詳細は後述 

6 修了レポート 12 時間 研修のレポートを作成し、報告会を実施 

 

佐渡市でのカリキュラム例 

    日程 内容 備考 

事前 
研修 

4 月 25 日～ 
7 月 29 日 

道具講習会 
大学内で週 2 回 
4～6h 程度で開講 
作業に使用する道具の練習 

6 月 8 日 
【農村六起登録】 

入門講座の受講・川辺論文 
大学での研修 

6 月 10 日 
【オリエンテーション】 

説明会・エントリー 

4 月 13 日 
～4 月 17 日 

現地調査 
民家・小学校の現状把握 
民家の実測 
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4 月 18 日～ 
実地研修まで 

事前調査 
役職別に設計や工程表、材発注、
道具管理など実地研修までにすべ
きことを行う 

          
6 月 14 日～ 実測調査 

施主との打ち合わせ 
小学校の実測調査           

実地 
研修 

8 月 1 日 

現場作業 

小学校の改修 
空き家改修 
 
寝泊まり生活は 
小学校にて 
 
1 日 7～8 時間の作業 
また作業終了後にミーティング（2
時間程度） 

8 月 2 日 

8 月 3 日 

8 月 4 日 

8 月 5 日 

8 月 6 日 

8 月 7 日 

8 月 8 日 

8 月 9 日 

8 月 10 日 

8 月 11 日 

8 月 12 日 

8 月 13 日 

8 月 14 日 作業終了 

事後 
研修 

実地研修終了後 竣工図作成 
竣工図を作成し、 
報告会のための資料とする 

日程未定 報告会 
施主を交えて学内において本活動
の報告を行う 

 

＜成果と期待＞ 

 実地研修を中心としたカリキュラムによって、伝統的木造建築への理解はもとより、山村

地域が抱える問題を探り、その維持・保全のための方策を学ぶという成果を上げることがで

きた。 
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（３）次世代ツーリズムの研修事例 

 

■自治体連携インターンシップ 

＜概要＞ 

本インターンシップは、当センターが日頃から協力関係にある全国の自治体と連携し、 

主に次世代ツーリズムをテーマに、2011 年 7 月〜9 月にかけて実施した。募集は農村六起ウ

ェブサイトや協力関係にある大学に告知し、学生を主なターゲットとして募集を行った。 

研修の流れは以下のようになっている。 

 

カリキュラム 

1 入門講座 6 時間  

2 オリエンテーション 0～3 時間  

3 E ラーニング 0～72 時間 3 講義を選択し、受講後レポートを作成 

4 実地研修 18～207 時間 日数により研修時間が変動 

5 実地研修レポート 12～66 時間 実地研修に関するレポートを作成 

6 自由課題レポート 0～66 時間 
6 次産業に関して、各自で課題を設定しレポー
トを作成 

 

講義研修は eラーニングを活用し、10 コマ程度の受講（※実地研修の日数により変動）を

必須とした。 

また、実地研修の前には、事前研修を実施し、地域に研修に入る際の心構え、注意事項な

どを指導した。実地研修は全国各地で次世代ツーリズムを実践する企業や NPO 等で実施した。 

 

受入先企業名 地域 概要 

なべくら高原・森の家 長野県飯山市 
市の北端に位置するなべくら高原・森の家で
は、地域活性化の一環として様々な自然体験と
滞在型コテージの提供を行っている。 

NPO 法人日本上流文化圏 
研究所 

山梨県南巨摩郡早川町 

日本で最も人口が少ない‘町’である早川町
で、暮らしの中で培われてきた、暮らしの知恵
や技術、歴史を伝え・残していくことを目指し
て「体験型観光」をどう推進するべきか、研修
生と共に考えていく。 

おもてなし総合研究所 石川県金沢市 
北陸新幹線開通を控え、どのようなまちの魅力
をアピールしていけるか、プログラム作りを共
にしていく。 

若狭町内の民宿 11 か所 
福井県三方上中郡 
若狭町 

漁業と観光業とのつながりを民宿の仕事を通
して学びながら、地域全体で若狭をどうPRして
いくかを考えていく。 
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合同会社神楽館 
宮崎県西臼杵郡 
高千穂町 
 

高千穂峡や天岩戸神社など観光資源にも恵ま
れているが、高齢化が大きな問題となってお
り、これからの滞在型観光に向けての、新たな
体験メニューの開発が急務になっている。 

 

＜成果と期待＞ 

事前の想定通り、研修生の多くは大学生が中心となった。大学で観光を学んでいる学生も

多く参加し、有意義な OJT となったと考えられる。次世代ツーリズムの中心概念である都市

農村交流は、人口減少・高齢化に悩む農山漁村の活性化を図る上で、重要なテーマの一つで

ある。今後の都市農村交流を中心的に担っていくであろう都市の学生に対し、当該分野の研

修を実施したことは大きな意義があった。研修生の多くが大学 3 年生以下だったため定量的

な就職成果等は出ていないが、研修生の今後の活躍には大いに期待したい。 

 

■中越防災安全推進機構 

 

＜概要＞ 

 山古志における「山の暮らし体験インターンシップ」、木沢里山食堂における「村づくりイ

ンターンシップ」の 2 つのプログラムが行われた。前者は、山古志アルパカ飼育組合協力の

下、アルパカの飼育方法、アルパカによるソーシャルビジネスの手法を学ぶこと、後者にお

いては、農家レストランで農村の６次産業化を体験すること、これらによって、当該地域の

地域作りに参加し、次世代ツーリズムのための基盤整備を行うことを目的とした。 

 

＜カリキュラムの概要（抜粋）＞ 

 

＜山古志「山の暮らし体験インターンシップ」＞ 

    

 

 

 

 

＜木沢里山食堂「木沢インターンシップ」＞ 

    

 

 

 

 

 

＜成果と期待＞ 

 インターンシップ実施後、住民との継続的な交流が継続しており、1 名の定住者も現れて

いる。 

・ アルパカの飼育方法 

・ アルパカによるソーシャルビジネス手法 

・ アルパカの毛を利用した加工品の製品開発 

・ 農業体験 等 

・ 農村のコミュニティビジネス手法 

・ 農家レストランの体験研修 

・ 米の収穫体験 

・ 地域活動づくりへの参加 等 
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＜参考＞中越防災安全推進機構「成果報告会・次年度事業説明会」 

  （同機構では平成 24年 3 月 20 日、上記の報告会・説明会を開催した） 
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（４）大学連携の研修事例 

 

■宮城大学 

＜概要＞ 

本インターンシップは、せんだいファミリアマルシェ実行委員会の協力の下、宮城大学事

業構想学部、食産業学部の両学部の 1 年次必修講義として実施したものである。東日本大震

災の影響により、講義開始日は当初予定より遅れたものの、9 月には全てのプログラムを終

了することができた。それぞれのプログラムは以下のように行われた。 

 

＜プログラム＞ 

【宮城大学食産業学部 前期・後期】 

講義研修 

7 月 12 日 「農商工連携のあり方」 

7 月 19 日 「農業をめぐる環境変化」 

7 月 26 日 「オリジナル地域資源の発掘」 

8 月 9 日 
「農村での学生活動・取り組み事例（1,500 人の農村）」 
（外部講師：学生団体 KOOGA 前代表 筑波大学 院生 皆川孝弘 氏） 

9 月 28 日 「マーケティング・消費者ニーズ」 

10 月 4 日 「農商工連携の事例分析」 

10 月 11 日 「商品の特徴分析」 

10 月 18 日 「事業展開の方法（ブランド化/プロモーション）」 

10 月 25 日 「最近の流通と生産者連携について」(外部講師：パルシステム連合会) 

11 月 1 日 「プレゼンの作り方」 

11 月 8 日 プレゼンのまとめ 

11 月 15 日 プレゼンの発表 

  

実地研修 

9 月 25 日 見学研修：㈱舞台ファーム、杜の市場、マルシェ・ジャポン・せんだい 

9 月 26 日 農作業研修：蔵王わくわくファーム 
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【宮城大学事業構想学部 前期：基礎ゼミ】 

講義研修 

6 月 8 日 「社会人基礎力（学生・社会人、アルバイト・仕事の違い）」 

6 月 15 日 「農業をめぐる環境変化と、一次産業就業者との付き合い方」 

6 月 22 日 「オリジナル地域資源の発掘の仕方」 

6 月 29 日 外部講師：北海道地図株式会社 早坂 氏 

7 月 6 日 外部講師：株式会社リバースプロジェクト 龜石 氏 

7 月 13 日 「プレゼンの仕方（課題への取り組み方、調査・資料のまとめ方）」 

7 月 20 日 プレゼンのまとめ 

7 月 27 日 プレゼン発表・総評 

  

実地研修 

7 月 2 日 （事業計画学科）蔵王わくわくファーム 

7 月 3 日 同上 

7 月 9 日 （デザイン情報学科）蔵王わくわくファーム 

7 月 10 日 同上 

 

＜成果と期待＞ 

宮城大学は、「高度な実学による地域貢献」を使命として掲げており、6 次産業を実践的に

学ぶ本インターンシップはまさにその使命に合致するものであった。東日本大震災により大

きな被害を受けたが、今後の被災地域を復興していく上では、6次産業の振興が欠かせない。

本事業終了後も、宮城大学では必修講義として継続的に開講していく予定である。 
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（５）東日本大震災の復興研修事例 

 

■未来環境福祉ネットワーク 

＜概要＞ 

本インターンシップは、東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県東松島市を中心に、復

興ボランティアとして参加しつつ、今後の復興のあり方をまさに現場で学ぶことを目的とし

たものである。東松島市は観光業が中心の地域だったが、震災後は観光客も激減しており、

どのように観光客を呼び戻すかが大きな課題となっている。研修生は、農村六起ウェブサイ

トや宮城県内の大学等で告知し、募集した。 

 

カリキュラム 

1 入門講座 6 時間  

2 オリエンテーション 3 時間 本事業の趣旨、研修の注意事項等を説明 

3 事前学習 42 時間 

課題Ⅰ：松島町震災復興基本方針 
課題Ⅱ：宮城県震災復興計画 
   or 復興への提言（悲惨の中の希望） 
課題Ⅲ：研修事前レポート作成 

4 E ラーニング 9 時間 3 講義を選択し、受講後レポートを作成 

5 実地研修 54 時間 4 つの中から選択（後述） 

6 ワークショップ 6 時間 実習のまとめと今後の活動方針について 

7 修了レポート 60 時間 
6 次産業化先進事例集（100 事例）を読み、最終レ
ポートを作成 

 

実地研修は次の 4つのプロジェクトの中から、研修生が一つを選択した。 

 

実地研修一覧 

「食べられる街づ
くり」プロジェク
ト：農林水産業復興
支援活動 

コミュニティの豊かな食生活を支え、地域
環境を改善し、健全な経済システムをつく
りだす、コミュニティファームの創造を目
標とする。 

●農作業、水産業の手伝い 
●農林水産業、加工現場での手伝い 
●地域物産、販売現場での手伝い 

「元気です！松島」
プロジェクト：観光
復興支援活動 

東日本大震災において、唯一大災害を免れ
た松島観光地ですが、まだ以前のような活
気は取り戻せていない。また、復旧支援の
ボランティアの宿泊施設として全ての宿
が提供されており、 一般観光客が宿泊す
ることができない。その間に、被害のあっ
た箇所を修復するほか、街全体の美化を含
めた観光資源の回復とこれからの松島観
光のあり方について考えることが必要と
言える。 

●農作業、水産業の手伝い 
●農林水産業、加工現場での手伝い 
●地域物産、販売現場での手伝い 
 



85 

「手樽海浜公園復
活」プロジェクト：
海浜スポーツ公園
復興支援活動 
 

東日本大震災において最大の被害を受け
た場所であり、地盤沈下がおきている。松
島湾に面し、白砂青松に彩られた４８５メ
ートルの海岸線に展開している広大な敷
地の公園。 マサキ、フジなどが植樹され
ているほか、あずまやも設置されているた
め、 海とのふれあいを求める観光客はも
ちろん、町民のレクリエーションやスポー
ツでも賑わっている。 

●手樽公園内の地盤沈下の現状調
査 
●手樽公園の美化作業 
●スポーツ公園として発展させる
アイデア創出 
●事業化に向けた支援体制づくり 
 

「塩害除去実験支
援」プロジェクト：
松島町内塩害地域
復興支援活動 

松島町の津波被害による水田冠水面積は
139．5 ヘクタール。農地内のがれき撤去
や作物の植え付け作業を行う。 
 

●農地内のがれき撤去 
●農地の掘り起こし作業 
●塩害除去作業の手伝い 
●復興作物の植え付け作業の手伝
い 
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＜成果と期待＞ 

  

東日本大震災被災地域は元来、美しく豊かな自然、肥沃な大地、豊富な水資源、そして世界

三大漁場とも言われる三陸沖の“恵みの海”など自然資源にも恵まれ、農林漁業・食産業が

地域の産業の最も重要な位置を占めてきた。しかし、3.11 の巨大地震と大津波、そして原発

事故による放射能汚染が、この地域の基幹産業たる農林漁業・水産業の基盤を根こそぎ破壊

し、地域社会の存亡の危機をもたらした。 

 東日本大震災被災地域の産業と雇用を再生するためには、何よりも先ず農林漁業・水産業

の復興を果たさなければならない。このことが被災地域の最大かつ最優先の社会的課題であ

る。そのような地域で本インターンシップを実施したことで、地域社会の再生に寄与すると

ともに、研修生に対して 6 次産業の意義を認識させることができたと考えられる。本事業終

了後も、当センターは様々な形で 6 次産業分野において復興に資する雇用創造を行っていき

たいと考えている。 
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３．研修レポートの事例紹介 

 ここでは、インターンシップ研修において、研修生が提出したレポートを数例、紹介する。 

 （尚、個人情報保護の観点から、研修生氏名は割愛している） 

 

■「宮城大学」プログラムより――――――――――――――――――――――――――― 

 

＜講義研修レポート＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講義日：2011 年 10 月 25 日（火） 

学科名：ファームビジネス 

学籍番号：・・・・・ 

氏 名：・・・・ 

【外部ゲスト：パルシステム生活協同組合連合会 産直推進部 高橋宏通氏】 

 

 パルシステムは 9都県にまたがる 9地域生協を会員とする事業連合である。「組合員の

暮らし課題解決」や「組合員の暮らしの生涯サポート」という事業コンセプトに基づいて

いる。今年発生した大震災において、パルシステムも多大な被害に見舞われたが、被災者

たちの声として「役に立った」という声が多かった。そんなパルシステムの目的は、農業

が持つ「本来の機能」を発揮させることである。もともと農業には食べ物を作り出すとい

うこと以外にさまざまな仕組みを持っている。たとえば自然界にあるものを利用して多く

の生き物を育むことや土壌をつくることがあげられる。こうした微生物や植物の特性をで

きるだけ発揮した農法がパルシステムの目指す環境保全型農業、またフードの取り組みで

ある。このポイントは、「欲張らない農業」を生産者が実施するところにある。ただし、

消費者も正しく理解し食に対する考え方を見直し正しい消費の在り方を実践しなければ、

つまり生産者・消費者の両者が努力せねばパルシステムの環境保全型農業は成り立たない

のである。パルシステムの産地では数々の栽培実験を行っているが土壌消費や除草剤削減

の実験では太陽熱などの力を利用し多くの成果を上げ実践され、地域にその農法が実施さ

れている。 

 昨今日本の農畜産業界の高齢化が進んでいる。とくに農業従事者は平均年齢 60歳を超

えていて深刻な問題となっている。これに合わせ国産農産物の価格も下がり農業を主業と

して担う人口が減りつつあり、結果後継者不足につながっている。日本農業最大の稲作も

毎年減反でつくりたいものが作れないのが現状である。畜産業界においては、小規模農業

では経営が厳しくなり、生き残るのも大変である。こうした問題を解決するため若手の育

成も重要だが経営の回復から着手するのが最善であるという見方となっている。 
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＜実地研修レポート＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学科名：ファームビジネス学科 

学籍番号：・・・・・ 

氏 名：・・・・・ 

実施日：2011 年 9 月 25 日（日） 

《実地研修場所》 

〇舞台ファーム  〇杜の市場  〇マルシェ・ジャポンセンダイ 

【実地研修を通して感じたこと、学んだことなどを書いてみよう】 

舞台ファームは、株式会社でありながら、農地を所有している団体であり、生産者であり、

会社でもある。地域に根ざした農家が集まった会社、舞台ファームは、安心で安全な作物

を生産・販売している会社である。 

「舞台」は、仙台平野に 15 代続く農家の屋号であり、昔、収穫祝いの神楽奉納の舞台が

敷地にあったことに由来している。 

舞台ファームのコンセプトは、「赤ちゃんが食べても安全で安心なお米と野菜」を「農場

から食卓まで」一貫して消費者にお届けすること。農家自身が食べたいと思うお米作り。

食材本来の味を追求し、手間暇を惜しまず畑のおいしさをそのままに、食卓へお届けする

ことである。 

 

「杜の市場」は、かつて農業人であり「東北の農村・漁村を元気にしたい！」「東北の

持つ食材の宝庫を全国に発信したい！」という二つの強い思いを以前より持ち続けていた

斎藤オーナーによって創始された。 

「食の台所」として市民の食生活に欠かすことのできない仙台市中央卸売市場近くに 

「場外・市民市場」をオープンするという構想のもと、 

もともとは３月末にオープンする予定だったが、震災の影響で５月２８日にようやくオー

プンにこぎつけることができた。 

 

マルシェ・ジャポンは 2009 年秋、農林水産省の支援により全国 8都市で始まった都市

住民参加型の市場（マルシェ）である。 

開催都市は、北海道、宮城、新潟、東京、神奈川、愛知、大阪、福岡である。プロジェク

トのテーマは、「大都市において生産者と消費者を直接結びつけること」これを一過性の

「産直イベント」ではなく、継続的な経済社会システムとして定着させようとすると、・

担い手不足、高齢化が進む中、出店する生産者をどのように募集・確保するのか これま

で消費者と直接向き合ったことがない生産者をどのように啓蒙・教育するのか・生産地か

ら販売地点までの効率的な物流体制をどう構築するのか・生産者に代わり「語って」販売

できる要員をどのように育成・確保するのか・立地調整や運営方法、既存のチャネルとの

関係、収益確保をどうするのか等々、課題が多い事業でもある。 
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■「未来環境福祉ネットワーク」プログラムより――――――――――――――――――――― 

＜事前学習レポート＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《ふるさと起業塾》農村の６次産業起業人材育成プロジェクト《ふるさと起業塾》農村の６次産業起業人材育成プロジェクト《ふるさと起業塾》農村の６次産業起業人材育成プロジェクト《ふるさと起業塾》農村の６次産業起業人材育成プロジェクト    

松島地域づくりインターン ｜ 事前学習レポート 

講義タイトル講義タイトル講義タイトル講義タイトル    

事前学習事前学習事前学習事前学習    

・ 必須｜基本テキスト必須｜基本テキスト必須｜基本テキスト必須｜基本テキスト    

・ 選択必須｜テキスト選択必須｜テキスト選択必須｜テキスト選択必須｜テキスト NO.1NO.1NO.1NO.1、、、、2222    

講講講講    師師師師    

NPONPONPONPO 法人法人法人法人    

未来環境福祉未来環境福祉未来環境福祉未来環境福祉    

ネットワークネットワークネットワークネットワーク    
 

研修生氏名研修生氏名研修生氏名研修生氏名    ・・・・ 提出日提出日提出日提出日    2011/8/172011/8/172011/8/172011/8/17    

 

■■■■事前学習｜必須｜基本テキスト事前学習｜必須｜基本テキスト事前学習｜必須｜基本テキスト事前学習｜必須｜基本テキスト    『松島町震災復興基本方針』『松島町震災復興基本方針』『松島町震災復興基本方針』『松島町震災復興基本方針』    

［設問 1］基本テキストを読んで、感想・意見を自由にお書きください。（400 字程度）    

 最も気になったのは宮城県の震災復興基本方針との実行時間軸のズレです。松島町は

未曾有とはいえ壊滅的な状態にならなかったことから復興計画はH23年度からH27年

度と 5 年間での復興を見込んでいるようであるが基本方針にもあるとおり近隣被災市

町への「貢献」や東北・宮城の観光振興に貢献することをその方向としています。一方

宮城県の基本方針では 3年（～H25年まで）を復旧期、H26年～H29年の 4年を再生

期、H30年～H32年の 3年を発展期と位置づけています。５年先を見るか１０年先見

るかでは、計画内容や人材、予算含めた規模に大きな違いが出ると思われるがお手本と

なる復興モデルを作りつつ近隣被災地への貢献も果たすためにはこの時間軸のズレに

関して施策内容は県や近隣地域と十分すり合わせをしないと最終的に目指している宮

城の観光復興への貢献は中途半端なものになるのではないかと懸念します。十分な関係

者間のすり合わせが必要と強く感じました。 

    

■■■■事前学習｜選択必須｜テキスト事前学習｜選択必須｜テキスト事前学習｜選択必須｜テキスト事前学習｜選択必須｜テキスト NO.1NO.1NO.1NO.1『復興への提言〜悲惨のなかの希望〜』『復興への提言〜悲惨のなかの希望〜』『復興への提言〜悲惨のなかの希望〜』『復興への提言〜悲惨のなかの希望〜』    

［設問 1］前文を読んで、感じたことを自由にお書きください。（400 字程度） 

 いちばんのキーワードはやはり「共生」ということだと感じました。前文には”日本

が「戦後」ずっと未解決のまま抱え込んできた問題”という表現がなされていますが戦

後日本が経済至上主義で効率を追求してきた結果「共生」という考え方そのものをどこ

かに置き忘れてきたような気がします。私自身企業（製造業）の中に身を置いて 30年

近く過ごしましたが企業の成長イコール自分の為という思いがずっとあったと感じて

います。この間リストラ、派遣社員化、製造の海外移転等々実施してきました。そして

今の社会は少子高齢化、生産年齢人口の減少、正規雇用者の減少、自殺者が毎年 3万人

を越える等経済成長の結果得られた社会はなんだったのかと疑問に思います。阪神淡路

大震災や故郷に近い奥尻島の津波被害などあった際も積極的には何もしないで来たこ

とについては罪の意識すら覚えます。自分にとって「共生」（つながることで共に生き

るということ）を本気で考え直して実行する時だと感じました。 
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［設問 2］第１章を読んで、地域づくりの観点から最も注目した点とその理由をお書きくだ

さい。（400 字程度） 

 地域づくりの観点で最も注目したのは「人材」に関する部分である。復旧から復興へ、

しかも地元の人達による自立へと導くために必要な人材像が書かれていたからである。

ハード面での支援については時間が掛かるが被災した人々にとってはまさに今日の生

活がありこれを背負いながらこれからの復旧・復興に向けてさまざまな生活環境の変化

が待ち受けているものと想像します。そんな中で必要とされる人材は人と人をつなぐ人

材であると表現されています。地域の要所要所とパイプを持ち、地域の合意形成ととも

に地域の声を的確につかみとり、届け、実現にまで導くための専門知識や技能を持った

人。また、外部から必要な専門知識を持った人を呼び寄せ将来的には地元の人材養成に

まで役立てる人とのこと。これらは将来的な役割も考慮すると地元から輩出するのが望

ましいとあります。スーパーマンのように思えてならないが、復興支援員の仕組みにつ

いて積極的に支援するとあるので大いに期待しています。復興についてはこれを支える

人的支援や人材の確保こそ最も重要な施策と考えられますが、今回の東日本大震災は被

災した地域が広範囲となっており必要とされる人材の量の問題も出てくると思われま

す。復興の優先順位や段階的復興ということも書かれているが人材の確保こそが第一優

先であると考えます。 

 

［設問 3］第 2 章のなかで、最も注目した政策とその理由をお書きください。（400 字程度） 

最も注目したのは水産業に対する政策である。特に今回被災した地域は全国の漁業生産

量の５割を占めているということでした。漁業という分野も小規模漁業者が多いという

ことから、沿岸漁業にとっては漁船、漁具などの生産基盤の共同化、集約による共同事

業化、しかも加工、販売まで手がける 6次産業化を支援することになります。また、沖

合遠洋漁業水産基地にとっても関連産業の裾野産業の復興が加速するという意味で重

要と考えます。6次産業化含めて復興の仕組みを整えていくことは日本の食文化の保護

のため、また、特に東北地方にとっては観光業とも密接な関係があると思われる水産業

の復興は地域観光資源の復活も意味することになる。漁業者を民間企業の連携促進政策

についてもあくまで地元漁業者が主体であることがかかれており、あるべき姿であると

思う。 

 

［設問 4］第 3 章を読んで、課題点を挙げてください。（400 字程度） 

（２）一刻も早い自体の収束と国の責務：東京電力と国の責任範囲の明確化。事故調査

委員会は組織されているがその活動そのものが見えていない、書かれていることは重要

であるがその活動が見えるようすることが課題と考えます。 

（３）被災者や被災自治体への支援：公平かつ適切ということを重要視しすぎて迅速で

あるということが実現できないことへの対応策が課題であるまた判断をもっと地方に

できるようにすることも課題と思います。 

（４）放射線量の測定と公開：放射線量の安全基準がいまだ明確になっていないことが

問題であり、個別に放射線量を測り始めているところもあるが測定方法や機器について

も統一されていない。国際的に信頼され科学的な根拠を明確にすることが課題と考えま

す。 
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（５）土壌汚染等への対応：除染に関する手法の確立が当面の課題であろうが、まずは

汚染廃棄物や除去した土壌を処分することが出来ずにいることが問題であり早急に

中・長期的な処理計画を作りロードマップを明確にすることが課題と考えます。 

 

［設問 5］第 4 章を読んで、最も注目した内容について、感想をお書きください。 

（400 字程度） 

 第 4 章で最も注目したのは復興の過程を日本を世界に発信するモデルと位置づけて

いるところです。 ここでも「つなぐ」ということがキーワードと成っているがこれま

で排除され「居場所と出番」が無かった人々にもつながる契機ができたと謳っています。

社会的包摂という言葉を使っていました。この他にモデルとして①生涯現役の雇用モデ

ル、②地域間格差是正のモデル、③高齢化が進むアジアのモデルとして持続可能な環境

先進地域を実現し時代を先取りした生活様式をブランド化するということです。ここに

描かれた世界はこの章までの内容とは少し飛躍し復旧、復興のレベルを超えているよう

に感じました。常にあるべき姿（国民一人一人に居場所と出番があり、人に役立つ幸せ

を大切にする社会）を念頭において復興のプロセスを描くことは重要と思われますが精

神論、あるべき姿論として具体的な施策・活動に落とし込むことが最も重要であるが思

います。復興をリード・取り纏める人たちへこの考え方を洗脳といっても良いぐらいの

教育を行うことが必須事項であると感じました。 
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＜実地研修レポート＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《ふるさと起業塾》農村の６次産業起業人材育成プロジェクト《ふるさと起業塾》農村の６次産業起業人材育成プロジェクト《ふるさと起業塾》農村の６次産業起業人材育成プロジェクト《ふるさと起業塾》農村の６次産業起業人材育成プロジェクト    

松島地域づくりインターン ｜ 修了レポート 

講義タイトル講義タイトル講義タイトル講義タイトル    修了レポート（テキスト修了レポート（テキスト修了レポート（テキスト修了レポート（テキスト NO.3NO.3NO.3NO.3））））    講講講講    師師師師    

NPONPONPONPO 法人法人法人法人    

未来環境福祉未来環境福祉未来環境福祉未来環境福祉    

ネットワークネットワークネットワークネットワーク    
 

研修生氏名研修生氏名研修生氏名研修生氏名    ・・・・・・・・・・・・・・・・ 提出日提出日提出日提出日    2011/9/2011/9/2011/9/2011/9/9999 

 

■■■■研修レポート研修レポート研修レポート研修レポート（抜粋）（抜粋）（抜粋）（抜粋）    

［設問 2］今回の研修のなかで発見した「地域資源」を写真・イラストなどを交えて挙

げて下さい。。 

 

今回の松島での実習は F.F 磯崎（ハウス）におけるハウス野菜の栽培・収穫に関する

実習であった。この農場は本来稲作用の苗を育成（2月から 4月）するために建築され

たものと聞いている、この設備を他の期間に有効活用することで固定資産を有効活用す

るということもあるし、野菜栽培における固定費の削減に寄与している 

ハウスは 3つからなっておりそれぞれ 8m×90m、8m×87m、8m×69m となっているが現

在一つは使用されていない。また一つのハウスの半分は作業場、機器置き場、休憩所等

として使用されている。 

 
 

現在、栽培されているのはキュウリ、ナス、トマト（3 種）、ピーマン、おくらであ

る。カボチャ、メロンも栽培したようだが今年は実が成らなかったと聞いている 

（キュウリ）   （ナ ス）  （ミニトマト） （ピーマン）   （おくら） 

 

実際の作業は女性 2 名（8:30～16:30）があたっており。この他に農場管理を行って

いる男性が異名いるが滞在期間中は農薬散布などの特別な作業や出荷のみを行ってお

り剪定、誘引、収穫などの作業は行っていなかった。この他人員が必要な時には居酒屋

社員が手伝いに来ていると聞いている。出荷先は居酒屋への直接出荷と聞いておりコス

ト重視というより、居酒屋では自社農園で栽培した野菜を使っていることが売りとなっ

ているという居酒屋のブランドつくりに一役かっているという印象を受けた。 
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＜講義研修レポート＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［設問 3］［設問 2］で挙げた地域資源を活用した起業アイデアを、写真・イラスト・図

などを用いて自由にご提案ください。 

 

【居酒屋契約農場の安全・安心食品の提供と付加価値向上また観光農園化による 

6 次産業化】  

 今回実習させていただいたハウスでは居酒屋向けのサラダや漬物用として極一般的

な作物を栽培しているが実際には市場で調達するものとコスト的にもまたは収量てき

にも競争力は無く、実際の作業現場を見ても労働環境から見ても安全とは言えず作物そ

のものも安全・安心を売り物にすることは難しい状況である。但し、居酒屋という販路

を持っていることやハウスに関しての設備投資をする必要が無いこと、直売所も持って

いることなど恵まれた経営環境もあるのでこれを生かした 6次産業化を図りたい。 

 

ポイントや推進ステップを以下のように考えた。 

１）ハウス内を”見える化”し安全、安心をアピールする 

 1-1）ＪＧＡＰ(Japan Good Agricultural Practice)に準拠した農場へ変革する。 

 1-2）マリーゴールドなど防虫効果があるといわれている作物の栽培もおこなう。 

２）特色ある作物を栽培し、居酒屋で提供するメニューに付加価値を付ける 

 2-1）へびキュウリ 

 2-2）そうめん南瓜 

３）ハウスの観光農園化、直売所との連携 

 3-1）観光と言っても小学生などを対象とした食育を兼ねた地元食材の学習と加工方

法の体験 

 3-2）ハーブなどの栽培も行い、喫茶を兼ねたハーブティー試飲やアロマオイル、ア

ロマキャン 

   ドルの作成体験などの実施 

 3-3）直売所向けの加工品の製造 

 

［設問 4］［設問 3］で提案したアイデアを、地域復興にどのように役立てたいですか？

自由にお書きください。 

 今回の提案では６次化の出口戦略として居酒屋やイタリア/フランス料理（海の幸を

活用した地中海系の料理をイメージギリシャ料理でも良いが居酒屋との差別化を狙い

一ランク上の料理を提供する場とイメージしている。以降高級料理という言葉を使用）、

直売所との連携を欠かすことが出来ないと考えている。松島地域は宮城で唯一人口が増

えている仙台市が控えている、ＪＲ仙石線も高城町までは通じているし、車でも片道

40 分から 1 時間の範囲で来られる町である。地域復興という意味では県外からの観光

客を呼び込むことも重要であるがこれは観光シーズンや週末といった時期的な偏りが

でてくると思われる。これに加えて定常的な顧客として仙台居住者をターゲットとした

事業展開を行うことにより地域の復興に役立てたい。 

地域活性化のハブとしての直売所とそれを継続的に支える農業経営の仕組みの提供

を行うことで農業への魅力をまし後継者の育成や加工、飲食関連での雇用を確保できる

ことが地域復興に貢献できると信じている。 
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＜講義研修レポート＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講レポート 

「実践農学」 

2011 年 10 月 15 日  

氏名：・・・・ 

 

今回の実践農学では、とくに有機水田稲作における除草機械を利用した雑草防除につ

いて学んだ。それぞれ異なる仕組みで除草をおこなう３社の除草機械を用い、約半年間

にわたるフィールドワークを通じて、その除草効果について検討してきた。その際には、

田んぼの条件による誤差をなくすために、条件の異なる 5枚の圃場において同様の比較

をおこなった。 

結果を比較すると、深水管理の影響が強く、総合的に判断すると、いずれの除草機械

も除草効果は甲乙つけがたい。どの機械を選ぶかは、除草効果以外の部分をどのように

評価するかによるのではないかと感じた。 

まず、有機農業に取り組む農家は、大規模で実施している例も一部あるが、多くは、

他所からの農薬等の飛来を抑えるために山間の小面積水田を利用したり、また、小規模

でもやりがいを重視した営農をおこなっている。こうした有機農家のニーズに対して、

みのる社の除草機は、運転席の配置や車輪に工夫がこらされているとともに、そこによ

りそう開発者の熱意を感じた。 

一方、栽培の進捗管理と経営の安定という面からみると、キュウホーとみのるの２社

は、いずれも除草部アタッチメントに動力を使わず、修理が容易である。水田除草では、

イネの根の活着後すぐ、雑草が小さいうちに除草することが除草効率を上げる最大のポ

イントとなっており、除草のタイミングを逸すると大きな被害が生じることから、機械

に不具合が生じてもすぐに復旧させられることのメリットは大きい。ただし、みのる社

の除草機械は独自のポット成苗に最適化したつくりになっており、一般のマット苗では

除草効果が劣るという側面もあることから、苗を農協などから購入している場合には注

意が必要である。 

これに対して、動力を使用する生研センターの除草部アタッチメントは、今回説明を

受けていないので正確なところは不明だが、観察したところ、動力部以外の部品は形状

が単純・頑健であり、破損や経年劣化が少なく交換回数・経費を抑えられるのではない

かという印象を受けた。 

除草機械は非常に便利であるが、全般に高価である。農家は除草機械以外にもトラク

ターやコンバイン、乾燥・精米機など種々の農業機械を必要とし、それらにかかる経費

をいかに圧縮できるかは、農業経営を考えるうえで重要な要素である。こうした点から

考えると、それぞれの農家が、保有する他の農業機械とのアタッチメントの互換性や、

メーカーとの付き合いでどれくらい融通が利くかなども含めて、除草機械を選択する必

要があるだろう。 
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＜講義研修レポート＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講義日：平成 23 年 9 月 4 日「農山漁村の地域資源と新たな産業創出」 

氏 名：・・・・ 

 

基本講義「農山漁村の地域資源と新たな産業創出」を聴講して興味深かった点は、現

在行われている６次産業化の事例の多くが、いくつかのパターンに分類できることだ。

そのあたりを分析することで現状の把握とともに今後への課題も見えてくるのではな

いだろうか。 

まず一つ目の分類として、(株)早和果樹園の事例で取り上げられたような高級化路線

が挙げられる。これは低価格化によって輸入品に対抗するのではなく、逆に品質を最大

限に高めることによって付加価値を増し、一種の贅沢品として富裕層に向けてアピール

する戦略と言える。 

こうした方向性は価格競争で勝ち目の薄い国産品の販売戦略としては至極妥当なも

ので、おそらく多くの国内産業が目指すところと一致するだろうが、やはりポイントと

してはいかにブランドを認知させられるかという点に依存するであろうと予想できる。 

二つ目の分類は、農業生産法人こと京都の事例で見られるような直接契約型である。

これまで１次産業側がコントロールできなかった流通部分を自ら手掛けることで安定

した供給先を確保し、持続的な発展を期待できる理に適った手法と言えるだろう。 

この直接契約型におけるポイントは当然ながら契約先の確保であり、それに先立って

いかに自らの商品を必要とする分野・産業をいかに見極められるかが重要となる。 

三つ目の分類として考えられるのは、ふらっと美山の事例で見られるような地元観光

地との連携である。これは６次産業の側にも観光地の側にもメリットがあり、すでに多

くの地域で実践されている形である。 

ただし、単に地元産のものを並べて売るだけでは土産物の域を超えることはできな

い。観光地との連携をより深めて能動的なイベントを開催する等の一方で、インターネ

ットを利用した通信販売の環境を整えるなど、持続的な需要を喚起する策が必要であろ

う。 

このように現在行われている事例を整理してみると、多くの事例に共通した課題と、

成功に必要な要素があることが見えてくる。中でも特に強く感じたのが、１次産業をビ

ジネス的な視点で捉え、必要な相手と連携を図ることができるコーディネーター的役割

の必要性である。 

成功事例として挙げられた例の場合、１次産業従事者の中にそういった能力を持つ人

物がすでに存在し、その人物を中心に６次産業化が進んでいったことが見て取れる。 

ところが、当然ながらすべての１次産業従事者がそうした能力を持っているわけでは

なく、大まかなアイディアがあったとしてもそれを具体化する術がわからないケースも

多いであろうことが予想される。 

よって、６次産業化における適切なアドバイスと行動を起こせる人材を育て、全国的な

ネットワークによって横の連携を深め、１次産業側から信頼されるようなシステムを確

立することが、６次産業化を進めていく上で重要なポイントであると考えられる。 
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講義日：平成 23 年 10 月 16 日「農悠舎王隠堂」実地研修 

氏 名：・・・・ 

元々農協の職員であった王隠堂さんでしたが、高度成長期と共に農業のあり方や日本

の食品に疑問を持ち始めたのがきっかけだったようで、このままの食料の内容で行くと

農薬を使用するに当たり健康面が阻害されて行くのではと思い農薬の低減や堆肥を使

用しての農作物を作りたいと願い初めた事業のようです。その結果、最初に初めた作物

は梅や柿からのようでした。梅も奈良では古くから栽培されている品種で林州という品

種の梅があってそれを増やして梅干しを作り初めたようです。柿は和歌山県紀の川市か

ら奈良県吉野川地域まで作っていたのでこの地域でも柿栽培は主流だったようです。梅

や柿もそこから加工品を作り出し、製造販売をするようになり今では商品目がかなり増

えて来ているようでした。 

また、この地方にしかない野菜もあるようで大和まなと言う野菜を現在は増やして販

売を考えているようでした。大和まなは少し葉っぱの味も当然しましたが、とても柔ら

かく歯ごたえがよかったように感じました 

 

いろいろな農産物に加工商品を研究しているようで今までに見たことや食べたこと

のない 

加工商品がありました。例えば、ゆず巻き柿や干し柿ゼリー等です。ゆず巻き柿はとて

も美味しかったです。さらに、余った野菜などは紀の川市の工場に集めてカット野菜に

して商品として卸し販売をしているとのことで無駄なものをなくす考えをよくして事

業をされていることと感じました。 

 

有機野菜作りから無農薬野菜を初めてきてだんだんと大きくなり、最近ではレストラ

ンを初 

めたとのことで、王隠堂さんの住まいだったところを改装してレストランとして提供し

ているとのことでした。そのレストランでお食事を頂きました。地域の野菜初め自然野

菜を使用した料理がふんだんに使われていたのでとても美味しかったです。また季節を

考えて頂いた料理内容だったので季節感があり和みました。 

 最近では、見れない代物が沢山あったので訪れる人も食事の後、違う意味でも楽しめ

る空間 

があるように思いました。このようなレストランの姿が癒やしと自然と言う形になるの

ではな 

いだろうかと心から思いました。 
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＜講義研修レポート＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講義日：H23 年 8 月 25 日 

テーマ：６次産業化概論（講師：養父信夫） 

氏 名：・・・・ 

 

１．「六次産業化」について大切なことを書き出してください。 

農山漁村に存在する資源を活用し、農山漁村が有する食料供給 

や国土保全の機能を損なわないような適切な土地・資源利用等を確保しながら、

地域主導で再生可能エネルギーの供給を促進する取組を推進し、農林漁業の振興

と農山漁村の活性化を一体的に進めるための制度について具体的に検討していく

こと。 

 

２．あなたの行いたい「六次産業化」について書き出してください。 

利用する温泉についての知識が不足しています。温泉のある地域とのつながり

を深め情報収集することが必要です。そのためには活動内容の周知が必要となり

ます。また、具体的な販売方法などを検討し現実的な事業の収支を計算しなけれ

ばなりません。 

 
 
３．その「六次産業化」における課題を書き出してください。 

農林水産業を活かした食の提供や温泉場の民宿などによるツアーの地域の取り

組みなどが考えられます。かんきつ類の果汁や塩などの海産物を原料としたアイ

スクリームとシャーベットの流通販売や、農作業体験と温泉湯治のツアーなども

魅力的です。加工所に加工を依頼し“島原”、“九州”の農林水産のイメージを

強調するような方法をとることもよいかと思います。 

 
４．今回の講義に対する感想 

農村において「六次産業化」とは地域の人のつながりを強め且つ深めることではない

かと思いました。一次産業が成り立たない地域は住みにくく住んでいても楽しくありま

せん。山や川や海などの自然が美しくないからかもしれません。食と住の充実は人の精

神を豊かにしてその地域に住む満足感を味わえます。六次産業化の最後はそんな地域づ

くりなのかなと思います。 
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ⅥⅥⅥⅥ．プロモーション活動の展開．プロモーション活動の展開．プロモーション活動の展開．プロモーション活動の展開    

１．プロモーション活動実施の方針 

 

 当事業においては、インキュベーション事業への起業プラン応募者、インターンシップ研

修参加者をいかに集めるかが極めて重要な課題となった。目標人数を達成するためには、そ

れに倍する以上の参加者が必要であるからである。 

 事業名の認知拡大と事業意義の啓発を行うと同時に、研修者、応募者の募集を目的とした

プロモーション活動を積極的に実施した。 

その際の基本方針は、以下の通りとした。 

 

①ウエブサイトに誘導することを最大の目的とする。 

 ②基本的なパンフレットのほか、新たなプログラムの開始に合わせて小部数のチラシ、フ

ライヤー、ポスター等を頻度多く、制作する。 

 ③一般のマスメディアによる広告も適宜活用すると同時に、関連団体、関連組織のホーム

ページ上での情報提供、リスティング広告などのＩＴメディアの活用、ツイッター、フ

ェイスブック等のソーシャルメディアの積極的な活用を図る。 

 ④事業期間中に適宜、それまでの成果をまとめたレポート（「農六レポート」）を作成し、

これをプロモーション･ツールとして活用する。 

 ⑤パブリシティを多用する。 
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２．プロモーション活動 

（１）記者会見の実施 

 農六事業スタートに当たって、2010 年 6 月 1 日、記者会見を行った。 

  日 時：2010 年 6 月 1 日 

  会 場：ふるさと回帰支援センター  

  出席者：高橋公、玉田樹、川辺紘一、川辺亮 

  出席メディア：共同通信、日本農業新聞、日刊工業新聞、日本農民新聞、協同組合新聞

等々、計 20 社。 
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（２）新聞広告 
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102 

（３）ポスター・フライヤー類 

 

・ポスター 

 

 

 

 

・ パンフレット 

 

  



103 

 

・フライヤー 
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（４）農六レポート 
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資 料 編 

 

 

・＜参考１＞主な報道記事 

・＜参考２＞入門講座論文 

「地域起業家人材育成のための社会システム構築に関する構想」 


