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実践キャリア・アップ戦略 専門タスクフォース 

６次産業化人材ワーキンググループ・起草小委員会 

第 1 回議事次第 

 

              日 時：平成 23 年９月 15 日（木）13：30～15：14 

               場 所：合同庁舎 4 号館 4 階共用第 2 特別会議室 

 

 

１． 開 会 

 

２． 議 事 

（１）起草小委員会の議論の報告について 

（２）プログラム認証基準案について 

 （３）評価方法の考え方について 

 （４）実証事業について 

 （５）「６次産業化人材育成全国推進機構（仮称）」について 

 （６）その他 

 

３．閉 会 
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○大宮座長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより６次産業化人材ワーキング・

グループと起草小委員会の第１回の会合を開催いたします。 

 本日は、本当にお忙しい中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。よろし

くお願いいたします。 

 本日は、小川委員さん、佐藤委員さん、嶋崎委員さん、玉沖委員さん、俵委員さん、中

嶋委員さん、仲元委員さん、森下委員さんが欠席となっております。 

 初めてのワーキング・グループと起草小委員会の合同開催ということになっております。

時間の関係上、恐縮ですが、皆様の自己紹介に代えて名簿の配布とさせていただきます。 

 前回のワーキング・グループの開催以後、隣の小沢委員長さんを始めとして起草小委員

会の皆様には６回にわたり、夏休みの一番暑い中、非常に活発な御議論、御意見を賜りま

した。今日の資料の中にもありますように、その成果がかなり丁寧に積み上げられている

ことがおわかりになると思います。本当にありがとうございました。 

 それでは、早速ではありますが、議事に移りたいと思います。本日は、これまでの起草

小委員会の議論について報告してもらった上で、プログラムの認証基準案、「できる」の評

価基準案、実証事業などについて、皆さんと時間のある限り議論したいと思っております。 

 それでは、まず事務局より、資料１から資料 10 について御説明をお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○事務局 事務局です。よろしくお願いいたします。 

 本日は３か月ぶりのワーキング・グループということになりますので、まず 初に資料

１ですが、前回のワーキング・グループの資料を付けさせていただいております。この２

枚目をごらんいただきたいのですが、全体のスケジュール感というものを再度確認させて

いただきたいと思います。 

 前回のワーキング・グループで起草小委員会の設置を御了承いただきまして、７月から

９月の３か月間にわたりまして今、座長から御紹介いただいたように６回にわたり、小委

員会の皆様には精力的に御議論いただきました。御議論の中心になっておりましたのは、

評価基準案とプログラム認証基準案、あとは実証事業をどういったものにするかというこ

とでした。 

 ９月でここに書いてありますとおり、本日ワーキング・グループを開催させていだいて

いるのですが、ここで正式決定と６月の段階ではなっているんですけれども、これについ

ては小委員会で６回議論をしていただいたんですが、これから詰めるべきものも非常に多

いということで、本日の段階で正式決定ではなくて、中間報告という形にさせていただけ

ればと思います。 

 10 月と書いてありますが、11 月ぐらいをめどにして実証事業の開始ということに移って

いきたいと思っております。これについては、既に６次産業化で活躍している人たちの実

在の皆さんのデータを取って、それを元に基準を具体化していくという作業をやっていき

たいと考えております。 
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 年度内に実証事業を終わらせまして、その評価と、それに基づく基準の見直しというも

のを年度内に終わらせられたらというスケジュール感でやっていきたいと思っております。 

 その次に、資料の２につきましてはこれまで６回にわたり御議論をいただいたというこ

との御報告となっております。 

 その次の資料３ですが、これは２枚になっておりまして、２枚目が論点整理の段階でワ

ーキング・グループの皆様に御議論いただいてまとめていただいたもので、１枚目は小委

員会でその御議論を踏まえて修正をさせていただいたものとなっております。このレベル

のイメージについては、小委員会におきましても常にお手元に置いておきながら議論をし

ていただくということをしておりましたので、本日も右側に置いていただきながら御議論

をしていただければと思っております。 

 赤字になっているところが、小委員会で修正をさせていただいているところなのですが、

この詳細については次の資料４以降で詳しく御説明をさせていただきます。 

 その次の資料４でございますが、これはまず小委員会で 初にやった作業といたしまし

て、ワーキング・グループでも御議論はいただいておりましたけれども、そもそも６次産

業化人材の育成のねらいですとかターゲットはどういったものを想定しているのかという

ことをまず確認をして、それを資料という形に残そうということを作業としてさせていた

だきました。それについて、御報告をさせていただきます。 

 １ページ目ですが、まず小委員会で出していただきました主な御意見ということで書か

せていただいております。主な御意見として３点ございます。 

 まず１点目なのですが、人材の評価のそもそものターゲットとして、これから就職をし

ていく人と、６次産業化ということなので既に例えば農業をやっていて２次や３次に幅を

広げていく人と、どちらをターゲットにしているのかを明確にしておいた方がいいのでは

ないかという御意見が出ました。 

 ２点目ですが、６次産業化という言葉は御承知のとおり多様な概念を持っておりますけ

れども、本プロジェクトの中でコアとして評価していくものがどういったものなのかとい

うことを明確にしておいた方がいいのではないかという御意見をいただきました。 

 ３点目ですけれども、論点整理のレベルのイメージにおいて３つのコース分け、個人事

業者と、法人等の一員と、コンサル・アドバイザーという分け方をしていただいておりま

すけれども、事業者の中でも小規模にやっている人と大規模にやっている人というのは必

要な知識やスキルが異なるのではないか。あるいは、１次、２次、３次でもっと緻密にコ

ースを分けて必要なスキル等を分析した方がいいのではないかという御意見がまず 初に

出ました。これについて、小委員会でまとめていただいたものが２ページ以降になってお

ります。 

 まず２ページの「６次産業化人材育成のねらい」ですけれども、そもそもの問題意識と

いたしまして、日本の「食」は非常に高いポテンシャルを持っているにもかかわらず、そ

の一方でそのギャップとして「食」産業の規模がどんどん縮小していっているという縮小
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傾向にあるという現状がございます。これに対して生産、加工、流通を一体にやっていく

人たち、そしてそれがたまたま成功する、うまくいくということではなくて、強固な経営

力の下に付加価値向上や生産性の向上を進めていくような人を育成していくことが必要な

のではないかという議論がございました。 

 それによって「食」産業の成長化を図っていく。そして、そのことがひいては農漁業者

の競争力の強化や所得向上、あるいは２次産業、３次産業の方々に対してもメリットがあ

るのではないかという御議論がございました。そのことによって、広く６次産業化人材に

直接関わる人とか、あるいはその周辺分野に対しても雇用創出の効果が認められるのでは

ないかという議論がございました。 

 右側のところに米印で書いてあるところですけれども、小委員会で議論があった点とい

たしまして、「「食」産業の成長産業化」の下に「グローバルマーケットへの展開」とあり

ます。今後、勿論、日本の中で少子高齢化が進んで日本人の胃袋というものが減っていく

中で、どうしても今後食産業の抱える課題として海外に進出をしていくということが必要

なのではないかという御意見もあったんですけれども、それに対して米印の１番目ですが、

当面は今、現に進められていて目に見えやすい国内の事業者による国内のビジネス展開を

想定した人材育成ということを進めていきますが、今後の海外展開等の動向を見つつ、中

長期的な課題として海外での事業展開に必要なスキルの育成というものも将来的な課題に

していこうという結論にここではなっております。 

 それで、その２番目ですけれども、６次産業化のビジネスが発展していくにつれて、特

に法人の規模が大きくなって取扱い量も増えていくにつれて、国内産の原材料だけではな

くて輸入品を使うということも実態としては生じてくるのではないかという御意見がござ

いまして、これをどうするかという御議論がありました。 

 ただ、これについては例えば一時的な不作時において１回でも外国産のものを使ってし

まったらアウトになるかというと必ずしもそうではないだろうという御意見もあって、な

かなか原材料はどこのものを使っているかというのは人材の評価基準とするにはなじまな

いのではないかという有力な御意見がありまして、本制度においては国内のものを使って

いるかどうかは考慮しないこととしてよいかという、ここは結論ということではなくて、

問題点として書かせていただいているということになっているんですけれども、ただ、そ

の場合に６次産業化という言葉を使いますと、やはり６次産業化というのは地域資源を活

用するということが大前提になっておりますので、６次産業化法との関係をどう考えてい

くのかというのは今後の課題であるということでこちらに書かせていただいております。 

 その次、３ページですが、これは６次産業化人材のターゲットをどういうふうに設定し

ていくかということで、ワーキング・グループでも御議論いただきましたけれども、それ

を資料として残すという形で図示をしたものになっております。私どもがこれから積極的

に育てていきたいと思っているのは、一番上にございます「６次産業化を推進するプロ人

材の育成」、これが大きな目標としてございまして、実践キャリアのレベルで言えばレベル



 6

４以上の方をこれからどんどん育てていきたいという目標があります。その下に（A）と書

いてありますが、レベル４以上のプロ人材に一番近い予備軍というのはだれかということ

を考えましたときに、「食」産業に現に従事している６次産業化人材予備軍、例えば１次産

業、２次産業、３次産業、その２次、３次であっても特に既に食産業に従事している人た

ちというのが一番プロ人材に近いのではないかということで、それをコア・ターゲットと

いうふうに書いております。 

 その次、下になるのですが、今はまだ「食」産業には従事していないんだけれども、今

後「食」産業に従事することを希望して、将来の６次産業人材の候補となる学生や求職者、

これはレベル１ということになろうかと思いますが、この人たちというのが次のターゲッ

トであろうという整理になっております。 

 その次に右のところで（C）と書いてあるんですけれども、今後「食」産業の成長産業化

ということを考えていくのであれば、「食」産業以外の周辺分野から新規参入してくる人た

ち、下に括弧で例が書いてありますが、中小企業経営、IT、観光、地域振興等の食産業以

外の分野から食にビジネスを求めて新たに新規参入してくる人たちを増やしていくという

のも、食産業のインパクトの拡大という意味では非常に今後、期待できる分野なのではな

いかということで、ターゲットとして書いております。 

 次の４ページなんですけれども、これは論点整理の記述を改めて御確認をいただきたい

ということで書いております。一番下のところですけれども、本戦略の主なターゲットは

６次産業化に取り組む農林漁業者、農林水産業への参入や連携を行う２次・３次産業者、

６次産業化の支援業務に関わるコンサルタント・アドバイザーと就業を希望する者である

ということで、先ほどごらんいただいた図をこの論点整理に基づいて具体化すると３ペー

ジのような図になるという関係になっております。 

 その次、５ページですけれども、これは本プロジェクトで主な評価の対象とするビジネ

スの範囲について整理をさせていただいております。ここでポイントになりますのは、冒

頭の囲みのところに書いてございますけれども、「食」に関するということを書いておりま

す。６次産業化というふうに言った場合、食には限定されなく、バイオマスであるとか、

小水力発電であるとか、食べられないものについても政策的な６次産業化という言葉には

含まれておりますけれども、今回目標として食産業の活性化というものを挙げているとい

うことが１つと、あとはバイオマス等の食以外の取組みというのは非常にバラエティに富

んでいて、なかなかそこを貫く共通スキル化というのが難しい部分もあるのではないかと

いうことで、今回「食」に関する取組みということでコア的な評価の対象をここに設定を

してはどうかというふうに考えております。 

 この図については、まだ今後その評価基準を具体化することと並行で、随時見直しをし

ていきたいとは考えておりますけれども、現時点の案といたしましては、丸の真ん中の部

分というものが主なコア・ターゲット、これは食の生産、加工、流通、小売、飲食という

ことを消費者に届けるという一連の取組みの「わかる」と「できる」を必須分野として評
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価していって、その外側にあります部分というのはまさにそのオリジナリティを発揮して

いただく部分で、地域振興であったり、観光であったり、輸出であったり、こういった部

分についてはコアの評価ということではなくて、それぞれの取組みによって「できる」を

加点的に評価してはどうかということで今、議論を小委員会の方でさせていただいており

ます。 

 その次ですが、コース分けについて若干の見直しを小委員会の方でさせていただいてお

りますので、それについての御提案をさせていただきます。これまで、先ほど申し上げま

したように、個人事業者と法人等の一員とコンサルタント・アドバイザーという分け方を

しておりましたけれども、まず 初の個人事業主と法人等の一員というのは何でそういう

ふうに分けたのかという御質問が小委員会でありました。改めて確認をさせていただきま

すと、自らリスクを取って事業を行っている場合と、法人の中で人に指示をされながら仕

事を行っていく場合では、経験であるとか成果の評価、指標というものが違うのではない

かということで、その２つを分けるという整理をさせていただいております。 

 更に、先ほど申し上げた１次、２次、３次、あるいは広域でやっているか、小規模にや

っているかでレベルあるいは評価の指標というものが違うのではないかという議論を小委

員会の中でしたんですけれども、結論といたしましてはまず１次、２次、３次で分けるか

どうかということについては、どういった立場であろうとも必要になるスキルであるとか

知識というのは原則として１次、２次、３次を連携あるいは一気通貫で一人でやっていく

方を育てるということを目標にしておりますので、それぞれのもともとの立ち位置によっ

ても必要なものというのは一緒なのではないかということで、そこであえてコース分けを

しなくてもよいのではないかという小委員会の結論になっております。 

 もう一つの小規模か、大規模かで分ける必要があるのかという点については、イメージ

といたしましては規模が大きいかどうかというのはレベルの差であって、例えば小規模で

地域で地産地消的にやっているものについてはレベルで言えばレベル２くらい、そしてそ

れを更に外に事業展開をしていって、例えばブロックの外のお客さんと提携をするとか、

その規模を拡大する場合というのはレベル３として考えていいのではないかということで、

同じ指標の中で測っていこうという結論になっております。 

 ただ、１点見直しをしているところがございまして、論点整理においては個人事業者と

いう言い方をさせていただいていたんですけれども、それについては個人でやっているか

どうかというのは、むしろ個人レベルでやっている場合というのはレベル２くらいのイメ

ージで、ビジネスの規模を拡大していけば個人ではとどまらなくなって人を雇ってという

ことも発生してくるので、それはレベル３であったりレベル４であったりということなの

で、個人事業者ということではなくて単に事業主という言い方にこれから①のコースとい

うのを改めていってはどうかという意見がございました。 

 これを踏まえたものが７ページですけれども、緑の部分を追ってごらんいただければと

思います。レベル１についてはレベル１のプログラム認証を受けた高校ですとか専門学校
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の卒業生をイメージしておりまして、主に就業前の段階です。それがレベル２になります

と、プレイヤーの事業主の場合は経験、６次産業化のビジネスの経験を始めていたり、あ

るいは閉じた世界の中で特定の相手と取引をしている段階、そして３になりますと取引先

が拡大していったり、あるいは経営が成り立ち始めている段階というふうにとらえており

ます。 

 次の②の区分の「プレイヤー・法人スタッフ」なのですが、レベル２は指示に基づいて

経験をしている段階で、レベル３になりますと部門責任者としてプロジェクトの一部を管

理しているという段階、そしてそれがレベル４になりますと例えば農業法人をつくって代

表者になっているとか、企業であればプロジェクトのマネージャーをやっているとか、あ

るいは雇用を拡大し、規模を拡大して、一回こっきりの成功ではなくて複数のプロセス、

事業サイクルを経験して、それを再現しているとか、あるいは部下に対する教育をしてい

る段階、そしてレベル５になりますと更に大規模化、あるいはブランド化を進めて一定の

知名度を得ている段階ということで、大まかなイメージとして整理をしております。 

 全体のイメージ、人材育成のねらい、ターゲットについては以上でございます。 

 その次の資料５ですが、これは評価の仕組み、「わかる」と「できる」を今回評価しよう

と考えておりますけれども、全体の仕組みがどういうふうになっているのかということを

図示したものでございます。この大まかな考え方といたしましては、この６次産業化以外

の介護とカーボンマネージャーでも同じような考え方をしております。 

 まず、上の「わかる」の方ですが、「わかる」についてはいきなり人材がわかっているか

どうかを評価しにいくということではなくて、まず６次産業化の人材育成のプログラムを

やっている大学ですとか、あるいはその研修主体のようなところに、自分たちの持ってい

るプログラムがレベル幾つなのかという認証の申請をしていただきまして、それに対して

事務局が、レベルが２ですとか３ですといった判定をさせていただく。それで、そのプロ

グラムを修了しているという修了証を評価を希望する方に提出をしていただくことによっ

て、そのプログラムと同じ段位のレベルを取っているということをその評価希望者に対し

て認証するということを考えております。 

 右側のところでオレンジ色で「運営主体」と書いてあるんですけれども、これは個々人

のレベルを、いつレベル幾つに認証したかということをデータベースのような形で登録を

していただくとともに、「できる」の部分に関することですが、人の評価をするアセッサー

の要請であったりとか、評価が適正なものであるかという検証をしていただく。そういっ

たことを一体的にやっていただく運営主体というものを、今後選定させていただきたいと

思っております。 

 その下の「できる」ですが、こちらについてはまさに実践的に現場でできているのかと

いうことを評価する必要がありますので、まず働いてもらって、その働いた結果がどうだ

ったのかということをアセッサーが評価をして、その評価結果をデータベースに登録して

いくということを考えております。この運営主体をどういったところにしていくかという
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のは、今後非常にこの制度の信頼性と関わってくる重要な問題なのかと思っておりますの

で、このワーキング・グループの場で引き続き御議論をいただければと思っております。 

 その次の資料６と資料７は、「わかる」の方のプログラム認証基準案についての資料にな

っております。小委員会においては細かい方の資料７でずっと御議論いただいていたんで

すけれども、非常に細かいかと思いますので、そのエッセンスとして資料７に基づいて御

説明をさせていただきます。 

 この資料７をどのようにまとめたかという手順をまず御報告させていただきますと、ワ

ーキング・グループの論点整理のレベルのイメージにおいて「わかる」の部分で、例えば

ビジネス・プランニングであったりとか、食品安全衛生管理であったりとか、必要なキー

ワードというのは既に決めていただいておりましたけれども、このキーワードを基にいた

しまして、既に６次産業化の人材育成に取り組んでいる既存のプログラムで代表的だと思

われるものを幾つか集めまして、それの共通となるような科目ですとかキーワードをピッ

クアップするという作業をさせていただきました。それをレベルごとに内容を整理いたし

まして、それぞれの分野ごとに分野のレベルのねらいと、あとは必須の内容を書くという

ことを資料７の方でやっております。 

 それで、どのような分野を選んだのかということを資料６で御説明させていただきます

が、まず「わかる」についてはワーキング・グループで前回御議論いただいたように、レ

ベル１から３までを「わかる」で評価をするということになっておりますけれども、それ

ぞれ発展段階において学び方というものが若干異なるのではないかという御議論がありま

して、イメージといたしましてはレベル１であれば基礎的な知識を習得する段階なので、

主に座学で学んでいただく。 

 それで、レベル２になりますと経験段階ということになりますので、座学であっても若

干応用的な知識であるとか、ケーススタディで先進事例を学ぶといったことをやっていた

だく。 

 レベル３においては、レベル１、２で学んだ知識が実際に「できる」になるためのトレ

ーニングの過程として、実習ですとかケーススタディやケースメソッド、あるいはビジネ

スを計画的に行うことができるようにする戦略立案のトレーニングをするとか、そういっ

た実践的なプログラムというものをレベル３ではイメージしていいのではないかというこ

とで、全体を通して議論をしております。 

 それぞれの具体的な分野についての御紹介ですけれども、まず 初の緑色のところです

が、「６次産業化の関連法規・諸制度」と書いてございます。これは、小委員会の議論にお

いてそもそも６次産業化をして単につくるだけではなくて付加価値をつけていくというこ

とが非常に重要なんだということをまず理解していただくことが必要であろうということ

で、 初に６次産業化の意義ですとか役割というものを学んでいただく。 

 そして、レベル２になりますと、これは国としても法律でもって支援をしていることだ

とか、あるいは関連支援施策、行政機関の補助金等というのはありますということなどを
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学んでいただいて、更にコンサルタントについてはその支援施策がどういうふうにしたら

具体的にその現場で個別の事例において使っていきやすくなるのかという利活用の方法を

勉強していただくということ。これを、まず 初にやっていただくべきなのではないかと

思っております。 

 その次の青いところですが、「経営・ビジネスプランニング」と書いてあるんですけれど

も、これは６次産業化をたまたま成功させるということではなくて、経営力を持った人材

を育成していこうということを大きなねらいにしておりますので、経営・ビジネスプラン

ニングというものを２つ目に挙げております。 

 これについて、レベル１では高校で教えられているようなごく簡単な経営の基礎という

ものを勉強していただきまして、レベル２については収支計算と経営計画、そして３番目

に事業マネジメントと書いてあるんですけれども、これはやはり６次産業ということなの

で生産、加工、流通をどのようにつないで事業をやっていくかということの基礎的な部分

をここで学んでいただこう。 

 更に、その下はコンサルタント等ということで３つ書いているんですけれども、コンサ

ルタントについては人に教える立場なので、プレイヤーよりもより高度なことをしていた

だく必要があるのではないかということで、経営分析と財務会計、資金計画、そして６次

産業化に関するビジネス計画書の作成、実際にビジネス計画書を書けるようになるスキル

というものをレベル２の段階で学んでいただく。 

 そして、レベル３になりますと、実際にできるようにするためにはどうすればいいかと

いうことで、経営戦略ですとか経営管理、あるいは事業マネジメントの基礎ではなくて実

際に実践をするための能力開発と書いてありますけれども、実践的なスキルにつながるよ

うな勉強をこちらでしていただく。 

 更にプレイヤーについては、コンサルタントではレベル２でビジネス計画書の作成とい

うものを勉強していましたけれども、レベル３でビジネス計画書をつくれるようになって

いただく。コンサルタントについては、ビジネス計画書をつくるだけはレベル２なんです

けれども、実際に人がつくったビジネス計画書を分析したりとか、診断できるようになる

スキルというのはレベル３の段階で勉強していただくという案になっております。 

 その下ですが、６次産業化といいましてもまずは第１に食品を扱うということで、消費

者に信頼されるような事業者を育成することが必要であろうということで、「食品安全・衛

生管理」というものをその下に挙げております。 

 これについては２段階に分けておりまして、レベル１の段階では基礎的なことを学んで

いただいて、レベル２においては応用的、より実践的、例えば GAP ですとか HACCP ですと

か、実践的なことを学んでいただく段階というふうに考えております。 

 その下のオレンジ色になっている部分につきましては、生産・加工・流通のそれぞれの

各論的な部分なんですけれども、まず高校の段階では生産・加工・流通にわたる基礎的な

ものを学んでいただきまして、レベル２になりますと、まず 初に「関連法規の概要」と
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いうふうに書いてあるんですけれども、これは実際につくるときに遵守しなければならな

い法律、例えば JAS 法であるとか、景品表示法であるとか、生産・加工・流通に関連して

くる法律の概要を学んでいただく。 

 更に、「生産」と「食品加工」については応用的なもの、例えば先進的な技術であったり

とか、先進的な事例を学んでいただく。 

 その下に「マーケティング・ブランディングの基礎と手法」というふうに書いてあるん

ですけれども、これはまさに単に何か商品をつくってから売るのではなくて、 初から売

るということを意識して売れるものをつくることを学ぶ必要があるのではないかというこ

とで、マーケティングはしっかり学んでいただく必要があるのではないかということで書

いています。 

 レベル２の段階ではマーケティングとかブランドづくりというのはどういうものなのか

ということを基礎的な知識というものを理解していただきまして、レベル３になりますと

それが戦略的な商品づくりに結び付いていくような実習をしていただくということで、商

品開発であったりとか、ブランド戦略であったりとか、販売戦略といったマーケティング

全般にわたることを詳しく学んでいただくとともに、コンサルタントについては商品開発

をしていく上で必要な戦略分析をやっていただく。いずれも、これはあくまでも実践に結

び付くようなということなので、実習ですとかケーススタディを中心にして戦略的な部分

を学んでいただくという案になっております。 

 その次ですけれども、資料８になります。主に「できる」の評価基準についてまとめて

いるものでございます。こちらについては、ワーキング・グループにおいても幾つか議論

をしていただきましたけれども、小委員会においてもはっきりした結論を出していただい

ているということではございませんで、あくまでも中間段階の報告ということで御理解い

ただければと思います。 

 まずは、１ページ目の「「わかる」と「できる」の評価の考え方」ということで整理をし

ております。左側の「わかる」については先ほど申し上げましたが、認証された教育プロ

グラムの履修をしているということをもって自動的に「わかる」が付与されるというよう

な仕組みを考えております。 

 その隣の「できる」の部分ですが、これについてレベル１の部分は教育プログラムの中

で農業高校でも実習というのはかなり広くやられていると聞いておりますので、教育プロ

グラムの中で実習をやっているということで「できる」を代替評価するというのがレベル

１です。 

 更にその上のレベル２から４なんですが、共通して「継続年数」というふうに書いてあ

るんですけれども、これについては単に１回成功したということではなくてある程度継続

をしてやっているということを、これは必要条件ということで少ない年数を設定して足切

り的に継続年数がある基準に達しているかということを見ていく。そして、そのプラスア

ルファというか、肝心な中身がどうなっているかということが評価のポイントになってく
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るわけですけれども、レベル２はあくまでも経験をしている段階ということなので、経験

の内容の評価というふうになっておりますが、レベル３、４になってきますとワーキング・

グループのレベルのイメージでも事業実績という言葉が出ておりますけれども、実際にそ

の事業をやってみて成果を上げているか。その成果の中身がいかなるものなのかというこ

とを評価していきたいというふうに考えております。 

 この成果というものがどういうものなのかということを決めるのは、実は非常に難しく、

一番のポイントではないかと考えているんですけれども、大きな考え方といたしまして２

ページの右側の囲みのところに、６次産業化のビジネスの遂行に一定の期間を要して、個々

の行為の「できる」を逐一評価するのは困難というふうに書いてあります。例えば、介護

であれば入浴をさせることができるとか、食事の介助をすることができるとか、おむつの

交換ができるとか、日々の日常的な業務を個別に分解して、それぞれができるのかどうな

のかというスキルを逐一分析して、その評価をしていくというやり方を検討しているんで

すけれども、６次産業化についてはなかなかそういったやり方というものが難しいんじゃ

ないかと思っておりまして、実際にやり始めてから結果が出るまでに一定の期間がありま

すし、非常にそれぞれの要素というのも複雑だと思いますので、個々に分解をするという

よりはこれまでの経験、何かをやったことがあるとか、何かをうまくやったことがあると

いう経験と成果というものを合わせて評価をしていくべきなのではないかということが大

きな考え方として持っているところでございます。 

 その次の３ページですけれども、「「できる」の評価方法の考え方」です。その評価項目

をどうするかということで、前回までのワーキング・グループにおいても年数であるとか、

件数であるとか、収益とか、連携の強さとか、そういったことが指標になり得るかどうか

ということで例を出していただいたかと思いますけれども、小委員会においてそれぞれど

れかで「できる」を評価することが可能なのかどうかという議論をしたんですが、こちら

に書いてございますが、御承知のとおり６次産業化のビジネスというのはだれがやるかと

か、どこでやるかとか、あるいはどういう品目を取り扱うかによって非常に多様なので、

一つの項目、例えば件数だけとか、規模だけとか、一つの項目に限定して評価するという

のはなかなか難しいのではないかという御意見が出まして、むしろすべての方たちに一定

期間継続しているという「継続年数」というのは足切り的にはとるんですけれども、それ

プラスとして個々の取組みごとのアピールポイントを評価できるように、いろいろな指標

が書いてあるようなチェックリストのようなものをつくりまして、それを総合的にそれぞ

れの「アピールポイント」で点を取ってもらって点数を稼いでいただいて、それを合計い

たしまして何点以上であればレベル幾つというような認定ができるような加点方式を取っ

てはどうかという御意見が出ております。実際、その加点方式として挙がっているものが

本当に確かなものなのかということを、事業報告書を提出していただくとともに、その裏

づけになるものを提出していただいて、アセッサーが評価をするという案になっておりま

す。 
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 初の足切りの「継続年数」の考え方なんですけれども、４ページの真ん中のところに

「案の１」というふうにありますが、それぞれレベルの基準に合致する取組みをどれくら

い続けているかということです。 

 ただ、ここについては余り長くし過ぎますと評価を受けたいと思う人の意欲をそいでし

まうという部分もあるのかなという御意見もございましたので、できるだけ短くしたいと

思っておりまして、レベル２であれば１年以上、レベル３であれば２年以上、レベル４で

あれば３年以上と、とりあえずの案として書いてありますけれども、思いといたしまして

はその上のレベルに上がっていくにつれて事業を１回ではなくて複数回、サイクルを経験

しているということを足切り的にまず見た方がいいのではないかという考えでございます。 

 その次の「できる」の肝心の中身をどういうふうに評価するかということが 後の５ペ

ージです。これについてはまさに議論の途中ということになっているんですが、大きく分

けまして４本柱と、その他のアピールポイントを評価するということが一つの考えではな

いかということで、これは必ずしも小委員会の皆様の合意を得ているという段階ではない

んですけれども、一つの考え方としては、例えば６次産業化のビジネスを大きくパターン

分けをする。「商品開発」とか、「販路開拓・マーケティング」とか、あるいは連携をとっ

ている。そして、ビジネスということなので「収支」が合っているということ。そして、

「その他のアピールポイント」という４本柱プラス１というような形で評価をするという

案になっております。 

 それで、それぞれの中身なんですけれども、例えば「商品開発」のところで言いますと、

現在の商品数か幾らかとか、あるいは現在の商品数はそれほどでもないんだけれども、少

し前に比べたら劇的に目覚しく数が増えているとか、あるいはオリジナリティを発揮して

新商品をたくさん開発しているとか、それぞれのビジネスの特徴に応じて加点的に評価で

きるような項目をたくさん書いていってはどうかという案になっております。 

 同じように「販路開拓・マーケティング」についても、取引先数であったりとか、証券

の範囲や顧客数というものを評価していく。その次の「連携・コーディネート体制」につ

いては、異業種であるとか地域の事業者ときちんと連携体制をとれているかどうか。そし

て、「収支」については現在の売上高ですとか、あるいはその売上高が非常に 近伸びてい

る。あるいは、一定期間黒字をきちんと継続しているということで経営がきちんと成り立

っているのかどうかということを見ていく。 

 そして、「その他のアピールポイント」というところが、非常に６次産業化がバラエティ

に富んでいるという中で、今後たくさん増えてくるところではないかと考えているんです

けれども、例えば雇用者数がどれぐらいであるか。輸出、観光、地域振興に取り組んでい

るか。地域の農林水産物をきちんと使っているか。あるいは、未利用資源の活用に取り組

んでいるか。そういった個々のオリジナリティのある取組みの中で、アピールポイントと

言えるようなものをたくさん拾っていけるようなチェックリストのようなものを今後つく

っていったらどうかということを考えております。 



 14

 これにつきまして今、小委員会で議論しておりますのは、それぞれの項目というのが実

際のビジネスモデルに当てはめたときにリアリティのあるものなのかどうかというのはき

ちんと検証していくことが必要なのではないかということで、次の資料９になるんですけ

れども、実際のビジネスモデルに当たってみて材料集めのための実証事業を早めに進めて

はどうかという御議論をいただいております。 

 実証事業、これはまだあくまでもイメージの段階なんですけれども、まず内閣府におき

ましては全体の実証事業をとりまとめていただく団体を入札で選ばせていただきまして、

とりまとめ団体においてお願いをしたいと思っていることを右側の赤字で書いています。 

 まず①番の「プログラム認証基準案の検証」ですが、これは先ほどごらんいただきまし

たプログラム認証基準案をつくるに当たって幾つかの代表的なプログラムは当たってはみ

ているんですけれども、なかなか網羅的には時間の関係もあってできていないという部分

もございますので、もう少しその対象を広げていただいて、プログラム認証基準案に基づ

いて、例えば A 大学のプログラムはこの科目についてはレベル２相当で、この科目につい

てはレベル３相当とか、そういった分布図のようなもの、マッピングと書いてありますけ

れども、そういったマッピング作業をやっていただいて、それを基にプログラム認証基準

案がちょっと難し過ぎるかとか、あるいはここはもうちょっとレベルを変えた方がいいん

じゃないかといった妥当性を検証していきたいと考えております。 

 その次が、先ほど資料８で申し上げた「できる」の評価基準案のところですけれども、

後のページにございました「できる」の評価基準の項目案になっている経験の年数です

とか、商品数や取引先数といった項目に基づいて、既存のプログラムを既に受講している

卒業生に対して、その評価基準の項目ごとにそれぞれどれくらいの金額であるかとか、何

人かというデータを取っていただいて、それを基に例えばレベル２とレベル３の間の刻み

は幾らぐらいにしたらいいのか、何人くらいにしたらいいのか、あるいはこの項目という

のはそもそも６次産業化ができるかどうかということは余り関係ないから項目からは除外

した方がいいのではないかとか、そういった評価基準も小委員会で検討する上での材料集

めというものをやっていただければというふうに考えております。 

 その次、③ですが、６次産業化のプロと言われる方たちからこれまで知識ですとか実績

をどのように積み重ねてきたかということをヒアリングさせていただいて、基準の妥当性

の検証ということにつなげていきたいと思っております。 

 いずれにいたしましても、評価基準案については実証事業で集めた材料を基に小委員会

で具体的にしていただいて、それをワーキング・グループの場において承認をしていただ

くということを考えております。 

 後ですが、ちょっと論点が変わってしまうんですけれども、１番目ですが、実践キャ

リア・アップ戦略の基本方針、ワーキング・グループの上部会合であるタスクフォースの

中で基本方針というものを５月にとりまとめていただいておりますけれども、そこの中で

「実践キャリア・アップ戦略の普及・浸透を図るため、業種ごとに、産学官等の連携によ
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る「推進母体」を設置する」ということを書いております。これは、あくまでも推進母体

ということなので、実際のプログラムや人を評価するところということではなくて、応援

団的なイメージの普及・浸透の旗振り役を担っていただくところということです。 

 それで、２番目ですが、今回内閣府の認定 NPO 法人のふるさと回帰支援センターという

ところがございますけれども、そちらにおきまして「６次産業化人材育成全国推進機構（仮

称）」の設置を検討しているという情報提供を内閣府の方にしていただきまして、２ページ

目に付いているカラーの紙には「設立構想/概念図」と書いてあります。これはふるさと回

帰支援センターさんの方でつくられているものなんですけれども、左の方に産、官、学、

労、民と書いてありまして、いろいろなお名前が入っておりますが、これについては呼び

かけをやっていらっしゃる段階だというふうには聞いておりますけれども、こういった方

たちに声をかけて連携をしながら、真ん中のところに「３つのミッション」とありますけ

れども、実践キャリア・アップ戦略等の普及・啓発ということをやっていくコンソーシア

ムをつくっていきたいというお話をいただいております。 

 これについてですけれども、資料 10 に戻っていただきまして、本機構が以下の点を満た

す場合においては当面の間、６次産業化人材ワーキング・グループとして本機構と連携す

ることとしてはどうかという御提案を書かせていただいております。 

 以下の点というところですけれども、まず１点目ですが、「普及・啓発の事業と人材育成

のための個別事業の実施主体は区分すること」と書いております。これはどういうことか

といいますと、実際にさまざまな教育主体がある中で、内閣府としてこのプログラムが唯

一絶対のものであるということを推奨することはなかなか難しいであろうということで、

このコンソーシアムが人材育成の事業をやりたいということであれば、その普及・啓発と

は分けてくださいねということが１点目でございます。 

 そして、２点目なんですけれども、趣旨に賛同する人というのは分け隔てなく皆さんが

参加できるようなオープンな組織づくりを是非していただきたいということを書いており

ます。 

 ３点目ですが、私どもで６次産業化のワーキング・グループの事務局をさせていただい

ておりますけれども、内閣府や、あるいは既に人材育成に実際に取り組まれていらして、

ネットワークをいろいろと持っている農水省や経産省としっかり協力体制を築いていただ

きたい。ここに書いております３つの点を満たすのであれば、当面連携してはどうかとい

うふうに書かせていただいております。 

 それで、この連携というのはどういうことなのかということですけれども、１点目とし

てあくまでも私どもで考えているのは趣旨に賛同していただける団体、普及・啓発をやり

たいと思ってくださる方とは広く連携をしていきたいと考えておりますので、ほかにどこ

かこういったことをやりたいとおっしゃるような団体が出てくれば、そことも連携をして

いきたいということを考えております。 

 そして、２点目ですけれども、今回はあくまでも普及・浸透を図るための主体というこ
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とを基本方針に書いてございますので、今回は普及・啓発ということに限定をして連携を

当面の間はさせていただくんですけれども、実際にその制度を動かすということになりま

したら、評価ですとか認証というものをどこがやるかというのは非常に重要になってくる

と思いますので、それをどこにするかというのは引き続きワーキング・グループの場で議

論をしていただきながら慎重に検討させていただきたいと思っております。 

 資料の説明については以上です。 

○大宮座長 それでは、これまでの説明、資料１から資料 10 までかなりボリュームのある

内容説明になりましたが、本日もこの資料に基づいて活発な意見交換をお願いしたいと思

います。 

 まず、６次産業人材育成のねらい・ターゲットや評価の全体の仕組みについて御議論い

ただきたいと思いますが、資料１から５までについてやり取りをしたいと思っております。

資料１から５までで何か御意見、御質問がおありの皆様は是非お願いしたいと思います。

お願いします。 

○杉山委員 膨大な資料の御説明をありがとうございました。小委員会の中で非常によく

まとまった形になったのではないかなというふうに感謝したいと思います。その上で、少

し確認をさせていただきたいところがあります。 

 資料４の特に２ページで御説明があった右下の米印のところで、「海外での事業展開に必

要なスキルの育成も将来的な課題にする」ということで置かれたわけですけれども、もう

少しその理由と言うんですか、背景を少し教えていただきたいというのと、国内でも大変

なのに海外までいきなりターゲットにすると非常にカリキュラム的にも大変になるんだと

いうようなことはあるかもしれないんですけれども、やはり 初からターゲットを国内、

そして２番目が海外というよりは、むしろ同時並行的にそういうものは進めた方がいいの

ではないかと思っておりますし、もともと成長戦略上、日本としてここをどう産業を発展

させて雇用を生んで成長を成し遂げるかという意味合いでいけば、やはり海外というのを

しっかりと範囲に入れた方がいいのではないかと思います。 

 そういった意味では、例えば将来的な課題にするという結論になったとしても、その課

題として何が必要なのかということぐらいはこの中でしっかりと列記しておく、もしくは

確認しておく必要があるのではないかと思います。それが１点です。 

 もう一点、少し教えてほしいのが、冒頭の資料１で「基本方針」の中の「当面の目標」

という中で実証事業のところに「特定の地域を複数選択し」ということが１丁目１番地で

確認されていたわけですけれども、先ほどの資料 10 の推進機構の関係の中でもしかしたら

出てくるかもしれないんですが、この実証をやっていく中での特定の地域というものの具

体的なイメージと言うんですか、その辺があるようでしたら少し教えていただきたいと思

います。 

 なぜかと言うと、これは少し前倒し感はあるんですけれども、被災地、東北の復興と今

回のこの取組みをうまくかみ合わせることができれば結構、大きい効果があるんじゃない
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かと思っていまして、そういった意味では目標にある特定の地域というものの考え方を少

し補足していただければと思います。以上です。 

○大宮座長 ありがとうございました。では、お願いします。 

○大久保主査 それでは、まず１点目の国内のところを第１段階とするという話について

なんですが、御指摘のとおり、食におけるビジネスのマーケットを広げていくためには、

当然、消費地としては海外をにらまなければマーケット規模は大きくなりませんので、そ

れをもともと設定してやっているわけであります。 

 その中で、理由としては、ここで書いているレベルの認証基準の中にどのぐらい海外に

おける商品展開ということを求めるのか、あるいはそれに必要なスキルということを教育

プログラムに求めるのかということを 初に導入するというのはなかなか難易度が高くて、

あくまでも先ほどの「できる」の評価基準の中にも加点評価、アピールポイントの中で海

外にその商品を提供しているというところはプラスアルファの加点評価にしておこうとい

うふうに整理をしたということでありまして、その重要性はかなり認識をした上ですけれ

ども、手続き上、技術的な問題でとりあえずそれを教育機関にも海外に提供できるスキル

をプログラムの中に組み込みなさいよというところまでは一気にできないということでこ

ういう形を取らせていただきました。重要性については、御指摘のとおりだと思っており

ます。 

 もう一点の特定の地域ですけれども、御指摘のとおり、我々も今回の東日本大震災の被

災地を含む地域、ここを必ず組み込んだ上で、その地域については考えたいというふうに

思っております。 

○大宮座長 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

○杉山委員 ありがとうございました。 

○大宮座長 そのほか、資料の１から５まではよろしいでしょうか。６回の中でかなり積

み上げられて、非常に整理していただいたということを私自身も実感しています。 

 それでは、次にプログラム認証基準案について御議論いただければと思います。資料６

と７に関しまして御意見をいただければと思います。お願いします。 

○片岡委員 片岡でございます。小委員会の先生方、大変御苦労様でございました。大変、

明快になったように感じております。 

 この資料６と７の中で１つだけお尋ねをしたいことがございます。資料７の２ページ目

になるんでしょうか、レベル３ですと商品開発のところが「できる」のところでかなり重

要になってくる。商品開発、マーケティング戦略、それからブランド戦略、販売戦略とい

うのがかなり重要な科目になっているわけですが、私はまだイメージできないでいるので

ちょっとお教えいただければと思いますが、ここでは「できる」ということをこの科目で

認定するということが目標なんでしょうか。それとも、ここは「わかる」ではないですよ

ね。「できる」のところですね。そうすると、ここに書いてある実習というのは具体的にそ

の商品開発をさせるということがイメージされているんでしょうか。そのほかのマーケテ
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ィング戦略とブランド戦略、販売戦略でも実習というのは、事によると何人かの方が実際

にその企業の中でこういうことをもうおやりになっちゃっている方がいらっしゃる可能性

があるだろうと思うんですが、そういう人たちが３であるかどうかを認定してもらうとき

に、この科目の中で具体的にどういう実習をしてもらうつもりなのかをイメージで教えて

いただければと思います。これがまず１点なんですが、いかがでございましょうか。 

○大宮座長 お願いします。 

○大久保主査 まず大前提の問題ですけれども、この資料７にあるのは「プログラム認証

基準案」でございます。一方、資料８の方の１ページに書いてあるとおり、この認証され

た教育プログラムの実施をもって認定するのは「わかる」の方でありまして、「できる」は

あくまでも案としては継続年数と事業成果によって評価をしようということですので、こ

の中には実際にケーススタディをやったりとか、実習というものも教育プログラムに組み

込まれていると思いますけれども、それは「わかる」という中の範囲において、よりリア

リティのある知識と言いますか、実際に使える知識を身につけていくための教育手法の話

でございますので、「わかる」の範疇かと思います。 

○片岡委員 そうすると、実際に企業で商品開発などを経験されている方がどの程度それ

を学問的にわかっているかということをある程度知るという意味でございましょうか。 

○大久保主査 おっしゃるとおりで、基本的には実践でやっている。むしろ「できる」の

状態が先んじているケースも当然あると思うんです。その方々に全体を体系的に理解して

いただくために、あえてそこで教育プログラムを履修していただいて、「わかる」のところ

を固めていただくという考え方であります。 

○片岡委員 すみません、もう１点だけ。 

 もしそうなりますと、ちょっと気になりますのは、どういう仕事をしているかというこ

とが申告されれば、ここはもうわかっているんだ。ある程度の理解はもうできているとい

うことはない。必ず受けていただくという意味でしょうか。 

○大久保主査 必要があれば小委員会の方々にも補足をいただきたいと思いますけれども、

実際に例えば第２次産業者で食品加工についてはもう既に実践的に日々、仕事でやってい

るんだ。そのところに関する「わかる」のプログラムを受けなくてもいいんじゃないか。

免除してもいいんじゃないかという議論も小委員会の中ではありました。 

 ありましたけれども、１つはそれを実際にやっているからと言って本当に理解している

かどうかは、先ほど言ったとおり全くイコールではないということもありますし、あとは

コースをそれによって複雑にし過ぎるというのは非常にオペレーションの負荷もかかりま

すので、プレイヤーとコンサルタントを分けたりとか、もともと構造的に複雑なものを更

に細分化してプログラムの認証を当てはめていくというのは余り現実的ではないので、な

るべくシンプルにしようという議論をしている中で、ここについてはひと通り全体に求め

た方がいいのではないかというようなことが現在のニュアンスになっているという状況で

ございます。 
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 何かありますか。 

○大宮座長 お願いします。 

○長谷川委員 起草小委員会の長谷川でございます。 

 このカラムを書かせていただいた張本人でございまして、考えているイメージといたし

ましては、ここは「わかる」ということですが、レベル３になるとかなり「できる」とい

う段階と相反する部分というのがあります。それで、この後に御議論いただく資料８、９

においても書かれているように、レベル３だと実際に農商工連携、いわゆる１次と２次と

３次がどういった形かで連携をして実践をしているというのを１サイクル、２サイクル、

複数回しているケースがあります。 

 実際に私もそういった経験の中でコンサルコーディネートをやっているとよくわかるん

ですが、マーケットを見ないで商品開発をしているなどというケースは多々あります。そ

れが結局、売れるかというと売れないケースがほとんどになっています。 

 ただ、その中で問題視するべき点というのは、むしろなぜ売れないか、なぜ失敗したの

かということを検証していくプロセスが必要だと思うんですね。商品を開発するまではあ

る程度のノウハウでわかるんだけれども、ではその現状調達をどうしたらいいのかとか、

どういうセグメントに対してどういうふうに売っていったらいいのかというのを、６次産

業化人材としてはやはり俯瞰して見る必要があるだろう。 

 では、それを「わかる」に置き換えたときに、失敗事例をケースとして持ってきてもら

って皆で検証しましょうよというケースもあります。また、逆に成功している事例を持っ

てきて、なぜそれが成功要因なのか。普通に１次の方が１次のことをする、２次の方が２

次のことをする、３次の方が３次のことをする上での成功、失敗ではなくて、ここは６次

ということを考えたところでの成功要因、失敗要因を、いわゆるケーススタディ、ケース

メソッドでしっかり考えていただくと、そういうようなところをねらっています。 

○片岡委員 わかりました。ありがとうございました。 

○大宮座長 そのほか、ございますでしょうか。 

 では、お願いいたします。 

○藤村専門 TF 委員 専門タスクフォースの委員の藤村と申します。 

 資料７の「プログラム認証基準案」は内容のことがほとんど書かれているんですけれど

も、カーボンマネジメントの分野でも発言したんですが、そもそもこの教育プログラムを

担う機関の認証というのは考えられていないんでしょうか。 

 我々の経験では、教育をする側の設備機器、あるいは実習環境、講師、それからその中

で行われるプログラムの質保障の仕組み、こういうものがなくては書面上だけの認証プロ

グラムになりまして、そのプログラムを受けた後の質というのは一切加味をされていない

という経験があります。その辺についてはいかがお考えでしょうか。以上です。 

○大宮座長 それはどなたがお答えになりますか。 

○弓崎委員 おっしゃるとおりでございまして、この資料７のプログラム認定基準案は資
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料５にありますように外部にあります研修機関、これは資料７の右側にこれから我々が認

定しようという研修機関の事例が幾つか載っておりますが、そういうところの研修カリキ

ュラムを具体的に、これでいいですよ、この研修はレベル３に該当していますよ、レベル

２に該当していますよということを認定するための一つの基準として今つくっているもの

でございまして、当然、他のいろいろな資格機関が外部認定のカリキュラム認定及び教育

研修機関の認定ということを一般的におやりになっております。 

 その基準は、おっしゃるとおり設備ですとか、講師の質だとか、あとは能力を把握した

かどうかのテストの実施状況だとか、こういうことが当然に必要でございますけれども、

私どもそれは十分にサブワーキングの委員として自覚をしておりまして、それを必要と思

っているんですが、実はサブワーキングではそこら辺の議論はまだやっていない状況でご

ざいます。 

 これから認定をどうするかというプロセスの中で、実はそこら辺の議論をこれからして

いかなければならない。事務局の方には、既にほかではこういういわゆる手続き、あるい

はチェックポイントをこういうふうにやっていますよという資料はお出ししてございます

けれども、まだサブワーキングの中ではそこのところまで議論をしていない段階というふ

うに理解をしております。 

○大宮座長 よろしいですか。これからの重要な課題になるということで、認証機関全体

の質保障と、あるいはプログラムの実施機関の質保障ということを今後の検討課題という

ことで共有化していきたいと思います。 

 そのほか、いかがでしょうか。資料６、７はよろしいでしょうか。かなり膨大な資料の

説明で、直前で聞いても整理ができない部分があると思いますが、また戻ってやりますの

で。 

 それでは、次に「できる」の評価基準案、実習事業、６次産業化人材育成の全国推進機

構についての御議論をいただければと思います。具体的には資料８から資料 10 について御

意見をいただきたいと思います。 

○吉川中小企業庁経済支援部新事業促進課企画官 御質問をさせていただいてよろしいで

しょうか。 

 ２点あるんですけれども、今回、推進母体としまして普及・浸透を図るということで、

やりたいという方が出てきたということなのでめでたいことなんですけれども、やりたい

方に広く参加していただくという趣旨だと聞きましたが、これは公募か何かをするんでし

ょうか。 

 今回はたまたま本ワーキング・グループなり小委員会なりのニュースをふるさと支援セ

ンターさんが情報を見られてやってみたいということで名乗られたわけなんでしょうけれ

ども、名乗る方ばかりではないので、公募か何かをかけて、この先やりたい方に広く参加

していただくような形になるのかということが１つでございます。 

 ２つ目でございますけれども、協力関係、この先、この６次産業化人材の推進機構とい
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うものをつくって、それとこの普及・浸透について勉強していただくということなんです

けれども、この内容ですが、勿論これについては狭い意味での農業の６次産業化とともに、

商工業の農業参入と農商工連携、つまり広い意味での６次産業化についての普及・啓発を

していただくという理解でよろしいのでしょうか。 

 それでないと、今回、連携の条件としまして、内閣府とともに農林水産省、経済産業省

との協力体制を築くことということを付けていただきましたので、経済産業省としては狭

い意味での農業の６次産業化だけしか見ていないと取っ掛かりがなくなってしまいますの

で、これは商工業の農業参入ですとか、農商工連携も含んだ形でやっていただくというこ

とであれば当省は勿論、協力できます。 

 なぜこういうことを危惧するかというと、別添で添付されましたコンソーシアムの設立

構想なんですけれども、これを読んでみますと、どうもふるさと支援センターさんは６次

産業化という言葉の意味を狭い意味で、農業の６次産業化のみとしか考えていないような

書きぶりなものですから、もしそうでなければこの資料の左上ですとか左下、「６次産業化

に関わる国の動き」ですとか社会の動きにもうちょっと違う書き方になるので、明らかに

これを見ていると狭義の６次産業化という言葉を、こちらは当委員会とは違いまして狭義

に理解しているようでございます。 

 ちょっとそういう意味で危惧したものなので、勿論、普及・啓発をやっていただく上に

おいて、３つ類型があるうち１つしかやらなくてもいいよと認めるやり方もあるんですけ

れども、資料 10 を見ていただけると当省との協力関係も築くことを条件にしているという

ことは、３分の１ではなくて３つの類型すべてについて普及・浸透を図るような形でもっ

て御協力をしていただけるのであれば、どうぞ御参加くださいという意図だと理解してよ

ろしいのでしょうか。それを確認させてください。 

○大久保主査 まず１点目のお話でございますけれども、資料 10 の１のところに書いてあ

りますとおり、実践キャリア・アップ戦略のそれぞれの分野ごとに広報を展開して普及・

浸透を図るということで、これはもともと何らかの形でこのワーキングを中心にそういう

ような推進組織を組織化、形成をしていく必要があるだろうということで基本方針の中に

も書いたところであります。 

 ただ、現実的には、この限られた戦力の中で全部の組織運営をやっていく。自分たちで

自前でつくって全体をやっていくということについては、それは相当にパワーのかかるこ

とですし、そういう議論をこの後、考えなければいけない議論の中にタイミングを先行し

てそういう推進をするチームの設立ということがございましたので、当面そのチームの力

を借りて普及・浸透を図っていきたいと考えております。 

 ですから、この後、今度はこれをやっていくための実際に教育機関であるとか、それを

推進するプレイヤーであるとか、あるいはそれを認証したり、データベースを蓄積したり

する機関、こういうところについては公募をしていくということになりますけれども、積

極的に推進母体を次から次へ公募していくということは現段階においては考えておりませ
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ん。 

 それから、２点目は御懸念があったようでございます。私の方もそこについては当然、

農業から始まる６次産業化だけでなくて、広い意味での６次産業化について今回のこのチ

ームの趣旨を理解していただいた上で普及・浸透を図っていただけるものというふうに認

識をしております。もし表現等で御懸念があるということでございましたら、そのところ

については私の方から改めてこちらの方の団体にはそのようなお願いでもう一回確認をし

ておきたいと思っております。 

○大宮座長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 そのほか、ございませんでしょうか。 

○片岡委員 これも私がまだはっきりわかっていないからかもしれませんが、資料 10 に書

かれている２の下の方の丸の一番上にあります「６次産業化人材 WG が特定の人材育成シス

テムの普及・啓発を行うことを避けるため、普及・啓発の事業と人材育成のための個別事

業の実施主体とは区分すること」となっているのは、今回のこの法人さんが区別しなさい

という意味で書かれているんですか。それとも、資料５にある、例えば運営主体は別にや

るから、こちらの方はコンソーシアムでやろうとしていることは運営主体ではないよとい

うことを言っているのか。どちらなのでしょうか。 

○大久保主査 資料 10 の別添の方に人材育成全国推進機構の構図が書いてありますけれ

ども、その右側の方に「６つの基本事業」というものが書いてあるかと思います。こちら

の方の連携協力を内閣府がするという意味ではなくて、その事業ではなく普及・啓蒙の方

の部分について連携タイアップを図っていくんだということをここでは書いていると意味

でございます。 

○片岡委員 ということは、資料５にある、我々が今、議論しているこちらの運営主体は

別にこちらが検討していくということですね。 

○大久保主査 それは改めて公募をするということになりますし、このワーキングで皆さ

んに御議論いただきたいと思っております。 

○片岡委員 わかりました。 

○大宮座長 そのほか、いかがですか。 

 では、お願いします。 

○藤村専門 TF 委員 資料８の３ページ目です。私は聞き漏らしたかもしれませんが、この

中で「できる」の評価方法の説明が下から３行目ぐらいに「アセッサーが書面審査」と書

いてあるんですね。もし書面審査だけですと、これはほかのいろいろな会議に出ましても、

書面審査だけの場合には非常に後で大変な苦労が出てくると私はいろいろ聞いております。

例えば、大学の審査もそうですが、書面審査だけではなくて、現地審査もすべて見る必要

はないんですけれども、現地へ行ってその方の事業報告書と合っているのかどうかの確認

はやはりやられた方がいいのかなと思っております。以上です。 

○大宮座長 この辺はまだ今後検討するところでもあると思うんですが、いかがですか。 
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○小沢委員長 そこのところの３行目に一応書いているんですけれども、今回は７段階の

レベルを評価する上で３段階目と４段階目でかなり大きな違いがありまして、３段階まで

は人を育てると言いますか、「わかる」の部分を教えながら育てるといったところで、そう

いう面で３段階目は成果も問いますけれども、本当のプロレベルというのは４段階になる。 

 そうすると、３段階まではできるだけ幅広く多くの人に参加していただきたいので、先

ほどの大学とかですと数が限られているんですけれども、個人を評価するという意味では

相当の数が出るところで、そこに面接を必須に加えるのは非常に難しいだろうなというこ

とで、４段階、プロレベル４のところで面接を加えることで、ある全体の制度設計上のき

ちんとした認証ができるのではないかということで、そのボリュームと実際上のことを考

えると、３段階までに面接を必須にするのは難しいのかなという議論はしました。それで、

４段階のところで入れるべきかと考えました。 

○大宮座長 いかがでしょうか。 

○藤村専門 TF 委員 レベル１、レベル２程度までならばいいのかもわかりませんが、書面

審査というのだけでやってしまいますと、受験者は多くなっても、こちらの性善説に立っ

た思いがあっても、現実には過去の事例ではそういう業者さんが出てきます。書類審査を

書いてあげます業者というものです。これはほかにもありまして、そこをどう回避するか

は、逆に言うとそれを組み込まないとかなり質の悪い書類審査になると思います。以上で

す。 

○大宮座長 お願いいたします。 

○木附委員 起草小委員会の木附と申します。 

 今の御質問は非常にごもっともでして、そもそも今回私どもの起草小委員会のミッショ

ンとしては、このプログラム認証基準案だとか、人材の評価基準だとか、あるいは実習事

業のスキームを決めていくというところだったわけですけれども、おっしゃるようにまず

全体の設計としてどうなのかといったときに、レベルごとにどれぐらいの人材を認定して

いくのかとか、そういった戦略性だとか設計というものがある中で、ではやはりレベル４

ぐらいはこれぐらいの人数を評価していく。それを評価するにはどれぐらいの審査の手間

をかけるのかというようなところで、多分その審査方法なども具体的になっていくと思う

んですね。 

 そういった意味で上位概念と言いますか、人材の評価のスキームにしろ、そういった全

体の設計というところが多分具体化される中で見えてくるところはあるかと思います。そ

ういった意味では、先ほどの普及・推進のところの運営団体にしろ、今後議論されるであ

ろう評価認証の団体にしろ、どういった形で運営していくのかというところの設計が具体

化される中で、ではその要件は何なのか。では、その要件に合う団体はどういったところ

なのかという形で決められていくのかなというふうな認識でございます。 

○大宮座長 レベル３から面接を入れた方がいいのか、今までの検討のようにレベル４か

ら面接を入れるのか。勿論、面接、現地視察をした方が精度の高い、非常に質の高いもの
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が出てくることは皆さんわかっていますので、全体の設計との関係でこの辺は３から入れ

て少し絞り込みを始めるのか、４からしっかりとやっていくのかということになると思い

ます。 

○大久保主査 その辺りは 終的にまた小委員会の中でも議論を積み重ねていく中で、今

日いただいた御意見は一つの材料としていきたいと思います。 

 これは長期的な問題ですけれども、恐らく安定的に制度運営をしていくためには、認定

を受けていただくに当たっては、その認定にかかるいわゆる費用の負担をどうするかとい

うような問題もあって、仮に個人の方に認定料を払っていただいてそれを実費負担しなが

ら回していくということであれば、例えば現地に行くとかという話になってくると相当の

交通費も含めたコストを今度は受験者側に払っていただかなければいけない。 

 それがどういうふうな制度の阻害要因になるかということも考えなければいけませんし、

幾つかの観点でそこについてはじっくり考えたいと思っております。 

○大宮座長 課題を指摘いただきまして、今後の検討材料にしたいと思います。 

 そのほかに、お願いします。 

○長谷川委員 今お話にあった上位概念をこの起草小委員会の中でどこまで扱うのか、す

ごく私たちもこれから考えていかなければいけないところだと思うんです。制度設計の全

体のフレームワークがなされた中で、起草小委員会が持ち得る領域というのは多分、今日

報告させていただいたところだと私たちもある程度思いながら進めてはきました。そこの

ところは、やはりワーキングの方でももんでいただかなければいけないところも当然必要

だと思います。 

 また、今日の報告でもちょっと気になっている部分がありまして、基本的にはこれまで

起草小委員会が議論してきたものの中間報告ということです。資料ナンバーをひと通り通

してみると、資料 10 まで小委員会で中間報告をするみたいなイメージになっているんです

が、10 は起草小委員会の方で上がった議論ではありません。 

 これは確認なんですが、内閣府さんの方でこういうところがありますよというお話をワ

ーキングの方に振っていただいたという理解でよろしいんですね。むしろこれは事務局側

にお伺いしたいと思います。 

○大久保主査 おっしゃるとおりです。小委員会で議論したものの中間報告と、あとはも

う一つ、この普及・啓蒙のところについてはもともとワーキング・グループに承認事項と

して上げるものですので今回出ているということです。 初の説明が不鮮明で申し訳あり

ませんでした。 

○大宮座長 そのほか、いかがですか。 

 では、どうぞ。 

○大原経済産業省経済産業政策局地域経済産業グループ企画官 経済産業省です。 

 資料 10 に関してなんですけれども、今、内閣府さんの方で１つ団体を挙げられているん

ですが、経済産業省とか農水省さんの方からも逐次、今後上げさせていただくということ
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は可能だというふうに理解してよろしいでしょうか。 

○内閣府神田審議官 基本的には普及・啓発をねらいとしていて産学官等の連携が取れて

いるということであれば、ほかを排除する趣旨ではありませんので、それは先ほど申し上

げたとおり、そういう団体の一つとして連携してはどうかということを申し上げていると

いうことであります。 

 ただ、この際、申し上げておきたいと思っておりますのは、農林省の団体、経済産業省

の団体、これは別に内閣府がお願いしてつくってもらった団体ではありませんけれども、

各省の団体が林立して連携がうまくいかないというようなことにならないように、よくそ

の団体間の連携もとれるような工夫をしながら、ほかを排除するという趣旨ではありませ

んけれども、そういうふうにできたらと思っております。 

○大宮座長 よろしいでしょうか。そのほかいかがですか。 

 順序よくやってきたんですが、もう一回、特に１から５はぱんと次に移っていったので、

全体をもう一回見直して確認あるいは御意見、まだちょっと時間がありますのでどこから

でもいいですし、あるいは今日の議論以外のところでもこういう問題はどうなのかという

御意見がありましたらお願いしたいと思います。 

○杉山委員 資料とは少し関係ないところで、全体的な進め方も含めて少し教えていただ

きたいのが、今回評価基準なり、中身については相当なものができたかなというふうに評

価しています。 

 今後これを実証して、その後、実際に広げていこうとしたときに、今度は活用をどうし

ていくのかという問題が多分出てくる話になってきます。評価を、認証されました、資格

を得ました。では、その人たちをどういうふうに活用していくのか。その活用のスキーム

というのはどういうものが必要なのかというのはこのワーキングの中で議論していくのか、

もう少し違う場所で議論するのか。その辺をまず教えていただきたいというのが１点です。 

 それと、先ほど海外展開のところでもお答えいただいてそういうことで処置をするわけ

ですけれども、やはりこの資格等評価と、もう一つはやはりセットとして全体的に側面を

バックアップするような情報提供の基盤をつくるとか、海外にどう展開するか、もしくは

アンテナショップ的なそういったものの案内、具体的なアシスト、そういったものを環境

的にどうつくっていってあげるのか。多分、そういったものがセットでないとなかなか動

き出していかないんだろうと思っています。 

 そういう意味では、全体的なそのつくりをどういうふうにしていくのか。今回議論して

いるものも含めて、どこで議論していくんだろうというところを少し教えていただければ

と思います。以上です。 

○大宮座長 先ほどの全体の設計ということにも絡んできて、今回の課題に関しては本当

によく積み上がったと思うんですが、このように積み上がると次はどうなんだという話題

で、活用の方向性とか、海外展開とか、全体設計に関してどこでどんなふうに議論してい

くのか。これは、主査からお願いいたします。 
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○大久保主査 恐らく、メインとしてはワーキング・グループということになろうかと思

います。実際にこのレベル認定を受けた人たちがどういう形で活躍していくんだろうか、

どういう形で活躍していっていただけるように支援していくんだろうかというポイントに

関しては、１つは今回実証事業の中でも既存のこの６次産業化に関連したプログラムを受

講している人たちが実際にどういう人たちなんだろうか。当然、それぞれの足場を持ちな

がら、そのプログラムを受けにきている方々だと思うわけですけれども、実証事業の中で

はそういうことに関するデータも少し分析をしてみようということを考えております。 

 今は、非常にやや霧がかかったような状態になっているターゲットゾーンについても、

そのデータでもう少しすっきりと、具体的にどんな立ち位置で、どんなポジションの人が

何を目的にこの６次産業化に向けた学びを展開していくのかということについて、そこの

材料を基にしながら次にまたワーキングの場で皆さんに活発に御議論をいただければとい

うふうに思っております。 

○大宮座長 よろしいでしょうか。そのほかいかがですか。 

 では、どうぞ。 

○南委員 私は議論をしていく中で、ちょっと個人的な考えなんですけれども、レベル１

クラスは学生さんですからいいとして、レベル２、３になりますと、それぞれ皆さん企業

の組織の一員としての立ち位置があるわけですから、そういう立ち位置を持ちながらも、

幅広く６次産業の全体像をきちんと身につけていく。全体の知識を身につけていくという

ことになるわけですから、恐らく私の考えとしてはそれぞれの立ち位置に立った方が１次

産業、２次産業、３次産業の方がそれぞれ将来的にはタッグを組みながら６次産業化を図

っていくのかなと。その中で、また優れた能力を持った方が４、５、６と上がっていくの

かなというふうな感じを持っていまして、そういう１次、２次、３次産業の方は本来は全

然立場の違う方たちで余り連携がとれない方たちですけれども、こういう資格を持つこと

によって情報も伝わりながら、いろいろ１次、２次、３次産業がそれぞれ連携していける

ような状況ができていくのかなというふうに私自身は考えております。 

○大宮座長 こういう認証制度というか、評価制度をきっかけにしてシナジー効果という

か、つながっていって新たなものができ上がってくるということであれば、我々としても

非常にうれしいというか、そういう方向性に持っていけるような形で仕上げていきたいと

思います。そのほかありますでしょうか。 

 先ほど主査の方からあったのは、資料９の実証事業がやはりひとつプログラムの認証基

準案の検証、資料９のところで１、２が「できる」の評価と、プロからのヒアリング、こ

れの仕上がり具合によって次の展開がかなり違ってくるのかなという感想を持っておりま

すが、このいいものが仕上がってくると次に相当また進むのかなという感じを持っており

ます。 

 そのほか、いかがですか。 

○弓崎委員 すみません、さっきちょっと自己紹介が遅れましたけれども、小委員会の方
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の弓崎でございます。 

 今回、我々はサブの下の小委員会としていろいろ検討させていただきましたけれども、

基本的にはまずワーキングの方で御提示になった基本方針を大きく変えることなく、その

形をベースにしながら、どうこれを落としていくかという形で検討してきたつもりでござ

います。 

 そういう意味では、我々が検討するに当たりまして大きな方針なり、先ほど活用をどう

していくかというお話も実はあったんですが、その辺の大枠はワーキングの方できちんと

つくって御検討を、これからどういうスケジュールでされるかはわからないんですけれど

も、きちんとおつくりをいただけたらと思っております。 

 その中で私がお願いをしたい１つは、実は６次産業とか６次化の産業というのは今まで

なかったんですね。環境とか、介護とかという領域とは違って、６次産業というのはない。

では、６次産業とはまず何で、６次産業化人材というのは大体どんな人材なのかというと

ころから出発せざるを得なかったというところがありまして、この６次産業化に関しては

多分、研究とか、事例とか、実はここにケーススタディなどと書いてございますけれども、

大体ケーススタディなんかあるのかという議論があって、ないところをここに書いてしま

うと認定なんてできないんじゃないかという議論も実はありました。 

 ただ、そうは言うものも、やはりその実践値と言いますか、これはワーキングの中でも

議論が既にあったと思うんですが、ケーススタディはやれということもワーキングの中で

あったというふうに思いますので、そういう意味では実はそこら辺を研究をする組織なり

機関、そういうところがきちんと整っていないと、実はケース研修もできないし、人材育

成のための研修カリキュラムなり、これの発展的な成長というのはあり得ないわけでござ

いまして、これを末永く長期的かつ安定的にやっていくためには、そこら辺の研究が欠か

せないものでございます。 

 ですから、是非ワーキングの方でもこの辺のケースの蓄積なり、研究なり、これをやは

り息長くきちんとやれる組織なり研究体制なりを合わせてどうつくるか。数年前には、関

西の方で食の大学院構想などというような構想も一部あったようでございますし、それが

いいかどうかはちょっと別にしまして、いずれにしてもこういうことをきちんと体系的、

長期的に蓄積できるのをどうするかということも、合わせてワーキングの方でも御議論を

願いたい。 

 そういうことを視野に入れたときに、実は今日、私も資料 10 というのを初めて見たんで

すが、この機関が適切なのかどうかとか、これは普及・啓蒙ということみたいだけですけ

れども、そういう機関も含めて総合的にその運営体制なり、その辺をワーキングの方で是

非きちんと御検討をお願いしたいと考えております。これは、お願いでございます。 

○大宮座長 今日の議論の中で全体の設計、あるいは活用の方向性ということで、重要な

ところでは質の高い認証機関ということと質の高い実証機関ということと、今は３つ目と

してケース研究も含めて質の高い研究機関と、３セットぐらいそろわないといいシステム
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にならないのではないかという御指摘だったと思います。 

 主査の方で何かございますか。 

○大久保主査 食の領域の成長産業として育てていくということは、ある意味ではこの実

践キャリア・アップ戦略のチームのもう一つ上の大きな中で展開をしていくものがありま

す。その中の、ここでは人材の認証とか育成というところを担っていくということであり

ますので、今、弓崎さんから御指摘いただいたようなことについてもこの中だけで閉じて

いるわけではなくて、もう一回り大きなそれに関連する組織がたくさんあります。それは

農水省や経産省も含めてだということになりますので、それは全体の国家戦略として進め

ていくということですから、そこでのチームでそれぞれ研究するものと連携をとりながら

やっていきたいということと、御指摘のとおり、この後ワーキングで何を詰めるかという

論点のメニュー整理はまだ全部やり切れておりませんので、今、小委員会の中で出てきた

ものも含めて、今後のワーキングの中で少しテーマを設定していきたいと思っております。 

○大宮座長 そのほか、いかがですか。 

 では、お願いします。 

○新井農林水産省食料産業局産業連携課長 今、６次産業化という定義というか、概念と、

それから政府全体の中でのこのワーキングの位置付けみたいなお話があったと思います。 

 ６次産業化の概念は、このワーキングの方の冒頭の会合で私が御説明させていただいた

んですけれども、実はすごく広い概念で施策的には推進をしています。地域の資源を使っ

てそれを金にしていこうというのが全体の概念だというお話をさせていただきましたけれ

ども、そういう点で申しますと地域に、あるいは食に関するもののみならず、今回観光と

いう議題がありましたけれども、観光のものでありますとか、あとはバイオマス、これは

今の自然再生エネルギーも含めて６次産業化という単語で全体として施策を推進している

という形になっています。 

 冒頭のこのワーキングの中で、今回エネルギーとか、そういうものは除外しましょうと

いうお話で、食分野、そのときに観光をどうするかというのはワーキングで御議論があっ

たというところだと思っておりますし、当然、商工業者との連携と、それから２次、３次

からの輸入、それから輸出も含めて６次産業化ということで、今、政府全体の施策のキー

ワードとしてはそういう形で使わせていただいていることになっています。 

 私は今までは総合食料局というところだったんですけれども、９月に食料産業局という

ものができまして、今まで別の部局にありましたエネルギーとか、そういうものを含めて、

農水省の６次産業化というのはエネルギーも含めて６次産業化だよねということで、実は

政府全体としてこの内閣の中では発足をし、いろいろな政府の会合の単語はそういう形に

ということで、それは当然、農も食も含めて広い意味でやっていこうという形になってい

ます。 

 そのときに、実は大久保主査に御提案をさせていただいたんですけれども、このワーキ

ングの名称として６次産業化というのがいいのかどうなのかと、我々は実は思っていると
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ころです。それはこれから御議論いただければいいと思うんですけれども、政府全体で６

次産業化と、今回、食の分野に限ったものが本当にそれでいいのかというのは、ひとつ御

議論していただきたいと思うところです。 

 それから、いろいろなものの研究、それからいろいろなデータ収集というお話がありま

したけれども、それはここのワーキングの場で言っていただくのがいいのか、我々が経産

省さんも含めて過去のいろいろな蓄積の中でのものを提供しながら、皆さんの素材として

提供していけばいいのかというのは、全体としての枠組みの中でのこの会議の位置付けと

いうことで、またそれはそれぞれ事務局ベースで御相談させていただきたいなと思ってい

るところです。 

○大宮座長 当所からあった６次産業化というネーミングの問題も含めて、提案、提起し

ていただきました。 

 主査、お願いいたします。 

○大久保主査 もう大分、間が空きましたけれども、前回のワーキング・グループ、 後

の直前のワーキング・グループのときにも、名称については変えますということを申し上

げました。 

 早く決めろというふうに、いろいろあちらこちらからお声はいただいているところなの

で、何とか早くやりたいと思っているんですが、もともとこのワーキングを３つの実践キ

ャリ・アップ戦略の対象の中の一つとして設定したときの基本的な考え方は、まずベース

としては食の領域を成長産業化するための施策であるというところの基点として始まって

いますので、１つは食に類する言葉を入れる。 

 ただ、この食について、ただ食だけだといけないので、今この６次産業化を推進したり、

農商工連携を推進したりという状況の中で、生産、加工、流通という１、２、３の領域を

またいで、その中でつなげていくことで付加価値をつくり出していくということについて

は、前提とそうは言っても必要ではないかということと、その中で本当にそのビジネスを

推進していけるプロフェッショナルリーダーをつくっていくんだということ、そういうも

のを吸収したネーミングにしたいと思っているんですが、残念ながら私からなかなかいい

アイデアが生まれてこないものですから、これはなるべく早々に名前については検討した

いと思いますし、それは公募するのも一つの手かなと思っておりますけれども、なるべく

早い時期に決めたいと思っております。 

 それが早く決まらないので、６次産業化に対して何回もこの定義の解釈の確認が繰り返

しされるので、それについてはなるべく早く決めたいと思っております。 

○大宮座長 これはというものがあったら是非教えていただきたいというのと、共通の項

目というか、食に関わるというのと、連携というつなぎというのと、プロフェッショナル

というのは今３点出されましたけれども、公募も含めて今後考えてネーミングをしっかり

してつくっていきたいということでした。そのほか、いかがですか。 

 それでは、本日は本当に皆さんにかなり膨大な説明の後にたくさん活発に御意見いただ
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きましてありがとうございました。獲得したものも課題も大分、鮮明になったというふう

に思います。本当にありがとうございました。 

 後に、大久保主査の方からコメントをいただいてまとめにしたいと思いますが、よろ

しくお願いいたします。 

○大久保主査 全体として少しスケジュールも含めたところのお話をさせていただくと、

先ほど確認させていただいたとおり、10 月から 11 月にかけて実証事業先の公募をし、そ

れを確定し、実証事業に入っていきたいと思っております。その実証事業での検証結果を

踏まえて、 終的に今の「わかる」、「できる」も一たん、その実証事業にいく前の仮置き

の状態というか、 終決定のときに実証事業の結果として修正するところが出てくると思

いますので、その修正を適切に加えた上で、今年度末までには確定という形にもっていき、

またそのアセスメント体制についての議論もワーキングではしていただき、そして来年度

には実際に震災地域を含む一部の地域で先行的に実際の育成と認証というところをやって

いくということに入っていきたいと思っています。 

 年度末にはまた集中的に御審議をいただくということにもなろうかと思いますので、よ

ろしくお願いいたしたいと思います。 

○大宮座長 それでは、今回初めて６次産業化人材のワーキング・グループと、精力的に

やっていただいた起草小委員会の第１回の合同委員会でしたが、この会議を終了させてい

ただきたいと思います。 

 今、主査からありましたように、11 月ぐらいに実証事業があって、その後、また必要に

応じてワーキング・グループ、あるいは会議を開きたいと思いますので、今後とも御協力

をよろしくお願いいたします。 

 本日はどうもありがとうございました。 


