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「わかる」の養成について①（６次産業化人材に関する教育プログラムの例示）

区分 高校 大学・大学院・専門学校等 行政機関

実施主体 農業高校（３３１学科）
水産高校（４３学科）

①やまがた６次産業ビジネス・スクール（８ヶ月）
②佐賀大学（大学院副コース２年・社会人コース１年）
③いわてアグリフロンティアスクール（１年）
④道府県農業大学校（養成課程２年） 等

①中小企業庁「農商工連携人材
育成事業」

②農林水産省「６次産業化推進
人材育成事業」 等

入学（応募）
資格

中学校卒業程度の学
力を有する者

①農業者、商工・建設業者、市町村・団体等職員

②（社会人コース）４年制大学卒業者の他、農業経験又は農業
法人・一般企業等における農業関連の業務経験を５年以上有
する者

③認定農業者又は認定を受けようとする者、県・市町村・団体
関係者、民間企業者、新規就農希望者
④高等学校を卒業した者又はこれと同等の学力を有する者

①中小企業経営者・従業員、農
林漁業者、支援機関、行政関係
者、新規就業者等

②資格要件なし（先進的な取組を行う

農林漁業者、普及指導員ＯＢ、民間コンサ
ルタント、食品産業関係者 等を想定）

主な教育
プログラム

・農業と環境（又は水
産海洋基礎）

・課題研究、総合実
習

・食品製造、食品管
理、食品流通
※平成２５年度実施

※農業・水産科目の
総授業時数の半分以
上は実験・実習に配
当
（詳細はＰ２）

①（必修）経営戦略、フードシステム、財務会計、
マーケティング、消費者行動、
ビジネス計画書作成（修了要件）

（選択）農業ビジネスor食品ビジネス
②（必修）経営分析、ケース分析

実務経験・経営分析研究（修了要件）
（選択）市場流通、農業経営、マーケティング、

管理会計、食品管理 等
③（必修）現地調査

農業ビジネス戦略計画の作成（修了要件）
（選択）マーケティング、人的・労務管理or

経営成長管理、商品開発、製造・流通技術
④（共通）農業経営、アグリビジネス、農産物加工・貯蔵、

食品衛生 等
（専攻科目）土地利用型農業経営、米の流通、野菜経営、

野菜流通加工、家畜飼養管理、酪農経営 等

①以下をベースに研修実施機
関（９８機関）ごとに作成
・流通構造、企業経営、食品衛生・表示、商
品管理・マーケティング、ブランド戦略

・ワークショップ、事業計画（資金計画）の作
成
・実地研修

②以下のプログラムを作成
【座学・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ】

・農山漁村の６次産業化、食品安全・衛生
管理、ＦＣＰ（ﾌｰﾄﾞ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）、
農林漁業の基本認識、加工技術と商品開
発、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ、販売戦略 等
【実地研修】
・現場研修

卒業又は履
修証明に必
要な時間数

７４単位以上。うち、
農業又は水産科目

を２５単位（１単位：５０分

×３５を標準）

①１２０時間
②１５０時間
③１２０時間
④８０単位以上

①４８時間以上
②検討中

制度の運用の効率化等のため、あらかじめ認証された標準的な育成プログラムの履修による評価が必要（基本方針Ⅱ２（２）） １



○農業高校のプログラム
（赤字は６次産業化に関連する科目）

＜共通科目＞
農業と環境（農業の各分野の基礎科目），課題
研究，総合実習，農業情報処理

＜農業の経営と食品産業に関する科目＞
作物，野菜，果樹，草花，畜産，農業経営，農業
機械，食品製造，食品化学，微生物利用，農業
経済，食品流通

＜その他＞
植物バイオテクノジー，動物バイオテクノ ロジー，
森林科学，森林経営， 林産物利用，農業土木
設計， 農業土木施工，水循環，造園計画，造園
技術，環境緑化材料，測量，生物活用，グリー
ンライフ

※ 農業科目の総授業時数の半分以上を

実験・実習に配当することとされている。

「わかる」の養成について②（農業・水産高校のプログラムの例示）

○水産高校のプログラム
（赤字は６次産業化に関連する科目）

＜共通科目＞
水産海洋基礎，課題研究，総合実習，水産海洋
科学

＜水産食品分野＞
食品製造，食品管理，水産流通

＜その他＞
海洋情報技術，漁業，航海・計器，船舶運用，
船用機関，機械設計工作，電気理論，移動体通
信工学，海洋通信技術，資源増殖，海洋生物，
海洋環境，小型船舶，ダイビング，マリンスポー
ツ

※ 水産科目の総授業時数の半分以上を

実験・実習に配当することとされている。

※ 卒業までに上記の科目を２５単位以上、それ以外の科目を含めて７４単位以上を修得することが必要（１単位：５０分×３５を標準）。
※ 上記の内容は、「高等学校学習指導要領」（平成２１年３月告示。平成２５年度より実施）に規定されている。 ２



○農業大学校の教育課程（例）
（赤字は６次産業化に関連する科目）

＜共通科目＞
農業経営，農産物貿易と流通，消費者ニーズとマーケティング，
アグリビジネス，農産物加工・貯蔵，食品衛生，余暇活動とグリー
ンツーリズム 等

＜専攻分野による教育科目＞
土地利用型農業経営，米の流通，畑（工芸）作物経営，畑（工芸）
作物流通・加工，野菜経営，野菜流通加工，果樹経営，果樹流
通加工，花き・花木経営，花き・花木流通、家畜飼養管理，酪農
経営 等

＜その他共通科目＞
農業法規，生物工学，農薬，有機農業，農業機械利用，環境保
全と農業，労働科学，農業労働と法制度 等

※ 農業大学校は、農業を担うべき者に対して、必要な農業技術と知識を
習得させるため、協同農業普及事業の一環として、42道府県において条
例に基づき設置（未設置県：秋田，東京，富山，石川，福井）

※ 平成21年度卒業生（1,764名）のうち約半数（891名）が就農し、その他
は主に農業 関連産業に就職。

※ 総授業時数の約半分を実習に配当することとされている。

「わかる」の養成について③（農業大学校の教育課程の例示）

※ 卒業までに2,400時間又は80単位以上の履修が必要（１単位：講義・演習 15～30時間、実験・実習 30～45時間）。
出典：農林水産省「協同農業普及事業の実施についての考え方―ガイドライン―」（平成22年4月9日改定） ３



やまがた６次産業ビジネス・スクールのプログラム（第３回ＷＧ小沢委員説明資料）

４



■平成２２年度　やまがた６次産業ビジネス・スクール　カリキュラム（案）

研修科目 担当講師 場所、講義室 研修科目 担当講師 場所、講義室

７月 １１月

7 水 【開校式】
産業創造支援センター

11:00～12:00
2 火 ◆貿易と輸出ビジネス 金成学（山大農学部）

産業創造支援センター
13名

【オリエンテーション】
●６次産業の意義と役割、研修の狙い

小沢亙（山大農学部）
産業創造支援センター

40名
10 水

◆【視察】売れる産直施設とは
　　　　　　　（宿泊研修）

社長理事　木村　修氏
伊賀の里モクモク

手づくりファーム　10名

14 水 ●農業の経営戦略－基礎編 角田毅（山大農学部）
産業創造支援センター

34名
11 木 ◆【視察】異業種連携による６次産業

伊賀の里モクモク
手づくりファーム　10名

21 水 ●農業の経営戦略－実践編 高木響正
（事業戦略構築研究所AX）

産業創造支援センター
33名

17 水 ●ビジネスプラン発表会（中間） 宇佐美健一
（マーケティング・トレジャー）

産業創造支援センター
15名

24 土
●ビジネス計画書とは（１）
　　　　（宿泊研修）

宇佐美健一
（マーケティング・トレジャー）

蔵王山寮
27名

25 木
◆【視察】ホスピタリティ・マネジメントの実
際

やさいの荘の家庭料理　菜ぁ
鶴岡市（15名限定）

7名

25 日
●実践塾参加の私の狙い
　ワークショップ

講師陣
蔵王山寮

21名
１２月

28 水 ◆フードシステム 金成学（山大農学部）
産業創造支援センター

25名
2 木 ◆食品機能と特定保健用食品 野田博行（山大大学院）

産業創造支援センター
13名

８月 8 水 ◆食品加工技術（１） 野田博行（山大大学院）
産業創造支援センター

9名

4 水 ●マーケティング 尾形恵子（ティップス）
産業創造支援センター

16名
9 木

◆コミュニティビジネス
　（直売所開設の現状とポイント）

早坂具美子（具楽）
ハートヒルズ錦ヶ丘

13名

11 水
◆【視察】地域資源の開発と活用
　　　　（宿泊研修）

伊豆沼農産社長　伊藤　秀雄氏　　旅館
大沼湯守　大沼　伸治氏

宮城県登米市、大崎市
16名

15 水 ◆【実習】食品加工技術（２） 野田博行（山大大学院）
農業大学校

（15名限定）11名

12 木 ◆【視察】地域産業としての６次産業
上野　健夫氏

池月道の駅社長　舘股氏
宮城県大崎市

16名
16 木

◆販売力・マーケティング講座（１）
　　（農業支援センターと共催）

社）セルフ・サービス協会
産業創造支援センター

13名

18 水 ●ビジネス計画書作成（２）
宇佐美健一

（マーケティング・トレジャー）
産業創造支援センター

23名
22 水

◆販売力・マーケティング講座（２）
　　（農業支援センターと共催）

社）セルフ・サービス協会
産業創造支援センター

15名

25 水 ◆加工食品の流通販売 落合春信（ＱＭＭ）
産業創造支援センター

21名
１月

27 金 ◆６次産業シンポジウム （東北農業経済学会シンポ）
鶴岡市マリカホール

10名
12 水 ◆農業経営組織 中村勝則（秋田県立大学）

産業創造支援センター
17名

28 土 ◆農業問題一般 （東北農業経済学会大会）
農学部（鶴岡市）

2名
13 木 ◆食品市場の創造 宇佐美健一（山大大学院）

産業創造支援センター
12名

９月 19 水 ◆農林水産業関連の支援施策 山形県（農政企画課）
産業創造支援センター

16名

1 水 ●消費者行動 斉藤文信（秋田県）
産業創造支援センター

24名
20 木 ◆ビジネス計画書作成（５） 宇佐美健一

（マーケティング・トレジャー）

産業創造支援センター
14名

8 水 ●財務会計、資金計画の作り方
家串哲生（山大農学部）

日本政策金融公庫
産業創造支援センター

28名
26 水 ◆人的資源マネジメント 小沢亙（山大農学部）

産業創造支援センター
15名

15 水 ◆交流・観光ビジネス 伊藤房雄（東北大学）
産業創造支援センター

22名
28 金

◆農業経営革新支援講座（１）
　　（農業大学校と共催）

玉木　修氏　　　　　　　　　　　　　　　　浅
川　芳裕氏

土地改良会館
13名

22 水 ◆加工食品と衛生管理 落合春信（ＱＭＭ）
産業創造支援センター

12名
２月

29 水 ◆【視察】加工食品と衛生管理実践 落合春信（ＱＭＭ）
ことぶきや漬物道場

16名
3 木

◆販売力・マーケティング講座（３）
　　（農業支援センターと共催）

社）セルフ・サービス協会
産業創造支援センター

11名

１０月 9 水 ◆ビジネス計画書作成（６） 宇佐美健一
（マーケティング・トレジャー）

産業創造支援センター
17名

6 水 ●農業経営管理 角田毅（山大農学部）
産業創造支援センター

22名
10 木

◆農業経営革新支援講座（２）
　　（農業大学校と共催）

杉山　経昌氏　　　　　　　　　　　　井上
敬介氏

土地改良会館
13名

13 水 ◆ビジネス計画書作成（３） 宇佐美健一
（マーケティング・トレジャー）

産業創造支援センター
19名

16 水 ●ビジネスプラン発表会（１） 講師陣・宇佐美健一
（マーケティング・トレジャー）

産業創造支援センター
13:30～17:45（④）

20 水 ◆農業経営管理実践 法人協会
産業創造支援センター

17名
22 火 ●ビジネスプラン発表会（２） 講師陣・宇佐美健一

（マーケティング・トレジャー）

産業創造支援センター
10:00～15:00（④）

27 水 ◆情報システムの活用
千葉大貴
（マイティー千葉重）

産業創造支援センター
19名

【修了式】 15:30～16：30

24 木
◆農業経営革新支援講座（３）
　　（農業大学校と共催）

竹谷　勇勝氏
平田　克明氏

土地改良会館
10:30～15:00

基礎・共通カリキュラム
（オリエンテーション・ワークショップ含む）

（ ●必須科目 ◆選択科目 ）

農業ビジネス関連 食品ビジネス関連 交流・観光ビジネス関連 ビジネスプラン作成
他講座と共催
（公開講座）

５



佐賀大学「高度な農業技術経営管理者の育成プログラム」
※H２１～組織的な大学院教育改革推進プログラム採択 （第３回ＷＧ文部科学省説明資料）

【社会人向け「農業技術経営管理士」養成講座】

上記大学院教育プログラムと並行して、大学卒業者や農業等の実務経験者を対象に、
農業法人経営者、農業ベンチャービジネス、農業法人経営者等の育成に向けた社会人向
け短期プログラム（1年程度：150時間）を実施。経営管理、生物管理、環境管理、生産管理、
食品管理等の分野の学修を行い、修了研究の審査を経て、「佐賀大学農業技術経営管理
士」の履修証明書を授与。

【農業版MOT教育プログラム】

農学研究科の改組（22年度～）において、「農業技術経営管理学

コース」を修士課程の副コースとして開設し、農業版MOT教育による

大学院教育の実質化と国際化を推進。

具体的には、近年の農業法人や集落営農組織体の増加、農地法

の改正に伴う企業の農業への参入、WTOやFATなどの変化する地

域的・国際的な農業・社会情勢に柔軟に対応でき、アジアの途上国

を含む地域農業生産と農村の振興に向けてリーダーシップを発揮す

る農業のプロフェッショナルの育成を目指す（副コース修了者には

「佐賀大学農業技術経営管理士」の履修証明書を授与）。

＜特徴＞
・ケースメソッド研究、先進的農業法人等でのインターンシップ
・産業界や学外機関との連携（農業版MOT教育ステアリング委員
会、農業版MOT推進協議会）
・MOT教育に関する教員研修

６



岩手大学「地域関係者と連携したアグリプロ養成プログラム」
※H１９～２１社会人の学び直しニーズ対応教育推進GP採択 （第３回ＷＧ文部科学省説明資料）

【いわてアグリフロンティアスクール】

農業分野における学び直しの社会的ニーズを踏まえ、「地域のための農学」に立ち返り、『いわてアグリフロンティア

スクール』を設立して、産官学地域連携による『アグリプロ』の養成を目指す教育を展開。国際競争力のある高生産性

ビジネス農業を育成すべく、経営感覚・企業マインドを持ったアグリプロの養成ができる短期プログラムを実践。

（教育目標）１．国際競争時代に通用する経営者能力とビジネス感覚の養成
２．最先端の農業生産技術習得，農業イノベーションの達成
３．消費者ニーズを敏感にキャッチするマーケットイン戦略習得，

生産・製品の開発や流通イノベーションの達成
４．21世紀の新しい時代を担っていく夢を原

動力とした戦略・実行計画の策定、自己
変革精神の習得

本教育プログラムの３つのコースを全て受講し、修了論

文を完成させ、最終試験に合格した者には、学校教育法
第105条に基づくコース履修証明書と、『アグリ管理士』の
資格を授与（19～21年度で延べ88名）。
『アグリ管理士』は、国立大学法人「岩手大学」が認定

する資格で、アグリプロにふさわしい経営力・実践力・専
門力・責任力を保証し、今後、地域で、社会で、職場で広
く評価されることを期待。
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