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６次産業化人材の考えられる論点 

～タスク・フォースの「フレームに関する議論のための叩き台」を踏まえて～ 

 

０． 前提として 

 

① ６次産業化人材とは、どのような人か。いくつかのタイプ・類型があるか。 

② ６次産業化人材を、実務に携わるプレイヤーの範疇にするのか、それともいわゆるコン

サルタント・アドバイザーも含めるのか。 

（１） ６次産業化人材の範囲について 

＜主な意見・論点＞ 

・６次産業化に取り組む農林漁業者だけでなく、農林水産業への参入や農林漁業者と連携し

て新たな商品開発を行う２次・３次業者も対象に含める。 

・実務に携わるプレイヤーのみならず、コンサルタント・アドバイザー、国・自治体の公務

員、農協・漁協の職員等も広く対象とする。 

・コンサルタント等については、６次産業化の推進やビジネス化に関する「実践的経験」を

問う必要があるのではないか。 

 

・６次産業化には、ブランド戦略、ビジネスモデル等を導入する必要。１次産業を良く理解

しているコンサルタント人材を養成しグローバル市場を視野にいれた発展を考えるべき。 

・１次産業だけでなく、２次、３次産業の企業や人材の流動化を図る必要。特にＪＡや漁協

の職員は本制度を活用し幅広い知識やスキルを身につけ、アドバイザーたるべき。国や自

治体の職員も対象とし、積極的にこの制度を活用し６次産業を推進すべき。 

・コンサルタントの質を確保するためには、実績や高いレベルのスキルを持つことを要件と

してはどうか。 

・地域の特色を知っているという意味で、農協や漁協の職員などアドバイザーを含めるべき。

（小川委員） 

 

・農林漁業者が６次産業化する場合だけでなく、２次・３次業者が農林水産業に進出する場

合も含め、国・自治体の公務員やＪＡ職員も対象とすべき。 

・実務に携わるプレイヤーとコンサルタント・アドバイザーの両者を対象とすべき。プレイ

ヤーの多くが６次産業化を目指し、コンサルタント・アドバイザーもある程度職業として

成り立つようになったところで、人材育成を細分化すべきではないか。（小沢委員） 

参考資料３ 



2 

 

 

・１～３次の各産業に従事する実際の事業者としての高度なプロと、１次から３次までを効

果的に繋ぐことを支援する高度なプロ（連携支援のプロ・各事業者の高度化を支援するプ

ロ）の育成が必要。国や自治体の職員、農協の職員の他コンサルタントやコーディネータ

ーなどは、連携に当たっての高度な能力や人脈の活用能力などがポイント。（片岡委員） 

 

・２次、３次産業者が１次産業の知識を持つこと、１次産業者が２次・３次産業の知識を持

つことの双方が重要。農地の取得や原料の安定調達のノウハウを有するという点で自治体

やＪＡの知見を借りることも必要。（川口委員）  

 

・１次、２次、３次の全ての産業からの参画を念頭に考えるのが妥当。公務員やＪＡ職員を

対象とすることもおかしくない。 

・参画する各産業が適切・相応のメリットや利益を享受できる公正な仕組み・連携を構築す

るということが重要。 

・実務に携わるプレイヤーのみならず、コンサルタントやアドバイザーを含めることが妥当。

１～３次の各産業の方々だけで、６次産業化を推進していくことは容易ではなく、各産業

間のつなぎ・連携を行う人材が必要とされる場合が多いため。（栗原委員） 

 

・農林漁業の現場や研修で実績を重ねた人が望ましい。例えば、段位取得後に地方に入り込

み、経験を活かしながら住民を組織化し生産・加工・販売の流れを作り２～３年地域内で

活動する。国から支援を受け、成果が認められると段位が上がる。その成功により地方か

らオファーが来る。 

・個人事業者、会社所属、公務員等の職業種別はこだわらない。 

・２次・３次業者が農林漁業に進出する場合も含めてよいが、販路側強化によって地方の疲

弊を促進しないこと。有効求人倍率の低い８道県を中心に雇用移動を促進する制度を期待。

地方では農業、漁業、農産加工の起業・再生、販売までのマネージメントができる外部人

材が不足。２次・３次業者が入り込み自立を促すことは積極的に行ってよい。 

・コンサルタント、国・自治体やＪＡ職員の受験資格は、現場での活動実績を重視すべき。

受験資格取得のため、地方で２～４週間の現場実習実績を取得できる仕組みを作ってはど

うか。来年度、そのモデル研修を地方で実施できないか。 

・現場ではコンサルタント、シンクタンクの人材は地域に入る回数が尐なく、またその先の

専門性がなく、地域に深く入れないことから、大きな成果が上がらなかった。 

・現地に住み込み、６次産業化の流れを作り、起業を誘発するには地域で必要とされる横断
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的な専門性が問われる。実務に携わるプレイヤーの範疇にいて欲しい。現場経験のないコ

ンサルタントに受験資格を与えることに賛成できない。（一定期間の現場研修があれば受

験するのはよいが）（斉藤委員） 

 

・製造・加工・販売の各分野は複雑化しており事業者自らがすべての分野の知識を持つのは

困難であることから、コンサルタント・アドバイザーを中心に考えてはどうか。（佐藤委

員） 

 

・公募形式がよい。２次・３次業者が農林水産業に進出する場合も含める。国・自治体の公

務員やＪＡ職員を対象に含めるのであれば、コーディネーターとして一定のレベルに上が

る志を持つことが必要。県単位でなく全国単位で認定する仕組みにすべき。（嶋崎委員） 

 

・案件の発掘から事業化までを総合的にサポートする「プランナー」、地域資源を活用し、

自ら新たな６次産業ビジネスを立ち上げる「起業家」、６次産業に係わる知識やスキルを

習得し６次産業企業に従事する「雇用人材」が対象ではないか。農林漁業者に限らず２次

産業、３次産業での経験を持った転職者や、やる気のある新卒者など広範囲にすべき。競

合を避けるため、２次、３次業者は連携・協力を中心に係わっていくべき。（杉山委員） 

 

・商品を売るための技術を持っている人が必要。 

・１次産業から３次産業までが同じベクトルを持たなければ成功しないことから事業者を中

心に考えるべき。（鈴木委員） 

 

・１次産業の個人事業者については、今回の仕組みに参加するイメージは低く、また既に県

や国の補助制度等があるのでメインの対象としなくてもよいのではないか。ただし、参加

希望者を拒むものではない。 

・２次、３次事業者を中心に考え、ノウハウを更に磨いてもらうことで、１次産業との連携

を生むことの方が６次産業化への参加者が拡大できるのではないか。 

・対象者は、どの職に就いているかというよりも、実業の現場に携わる方ならすべて良い。

コンサルタント・アドバイザーは、既に自分の知見を磨く手段は持っているのでメインの

対象という感覚は持ちづらい。（玉沖委員） 

 

・販売・流通知識を持った生産者、販売・流通知識を持った加工者、生産知識を持った販売

者、加工知識を持った販売者、生産・加工知識を持った販売者。 
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・コンサルタントは含めてもよいが、実業として自分も直接事業に携わる人を主たる対象と

すべき。（俵委員） 

 

・６次産業化型法人で勤務する職員、コンサルタント業におけるアドバイザー、ＪＡ職員（中

嶋委員） 

 

・個々の農林漁業者をサポート(案件の発掘から農林漁業者への専門的なアドバイス、申請

書類の作成など)する人材と考えた場合、コンサルタント・アドバイザー、新たに起業を

支援したいと考える農林漁業者・学生、国・自治体の公務員やＪＡ職員なども含まれる。 

・ＦＡＣＯ（食農連携コーディネーター）では、コンサルタント・県の職員・製造業者など

多様な人材が活躍しており、対象は幅広くとらえる方がいいのではないか。（仲元委員） 

 

・生産から消費までをトータルにコーディネートできる人材。具体的には、農業漁業畜産業

者、ハムや味噌等の加工業者、調理師、製菓衛生師等の製造業者、レストラン等の飲食業

界また、ＪＡの営農指導員や上記の養成施設等も含める。（廣瀬委員） 

 

・１次産業はもちろん、２・３次産業で農林漁業に進出を予定している実際のプレイヤーお

よびこうした取組を支援するコンサルタント、支援機関等を含める。また、１次産業から

製造、観光を含む２・３次産業への進出を予定するものも含める。１次産業と２次・３次

産業では、取り扱う対象や必要な知識が異なることから、双方を理解するつなぎ役として

のコンサルタント・アドバイザーが必要。 

・６次産業化のビジネスを進める過程において、取組主体が多様な人材に波及する可能性が

あるので、対象は幅広くとらえる方がいいのではないか。また、現実の事例に即して、将

来的に制度のスキームを見直していってはどうか。（森下委員） 

 

・「農業等生産から商品開発・事業化等まで一定レベルの知見を網羅的に有する」だけでな

く、「コーディネートを行う能力」を有した人材が求められる。まずは、６次産業化に取

り組もうとしている者に対して加工、販売に関する助言やコーディネートを行う人材をキ

ャリア段位として認定し、活用することにより、６次産業化の推進を図ることが適当。 

・実務に携わるプレイヤーのみならず、「コンサルタント・アドバイザー」も含まれる（当

面はむしろこのような人材の育成が急務）。（農林水産省） 

 

・６次産業化を行う１次産業者、２次・３次産業者又はそれらの連携体が６次産業化を行う
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に当たって、適切な指導等を行うために必要な知識、技術・技能に加えて、実現に向けて

のプランニング能力、プロジェクト及びプログラムの遂行能力、連携体等の当事者間の調

整能力を備えた人材。以上を満たす人材であれば職種等を問う必要はない。（経済産業省） 

 

（２） 観光に関する考え方について 

＜主な意見・論点＞ 

・観光は６次産業化のメニューの一つであることから対象に含める。 

・一方、６次産業化人材の一般的な要件としては、観光業に関する知識は専門的であり、

必須ではないのではないか。 

・農林漁業者が観光業に進出する場合も、２次・３次業者が農山漁村の地域資源を生かし

て観光業を営む場合も、対象としてはどうか。 

 

・観光は成長戦略上重要な分野であること、お土産など観光客の需要は地域の食品産業のマ

ーケットに大いに寄与していることから、観光を対象にしてもよいのではないか。ただし、

観光と農業ではビジネスモデルが異なるため人材育成を一様に考えるのは困難であるこ

とに注意。（佐藤委員） 

 

・６次産業化の取組の中で売り先として観光業を営む場合には対象に含めてもよい。一方、

６次産業化人材の一般的な要件として観光業に関する知識を求めると、人材の範囲が幅広

になり過ぎるのではないか。（俵委員） 

 

・６次産業化人材の育成のカリキュラムに観光分野を取り入れるのはよいが、始めから観光

業を担う人材を育成するとなると範囲が広すぎるのではないか。（小川委員） 

 

・観光農業など１次産業を起点として観光業を営む場合には、対象としてもよいのではない

か。（片岡委員） 

 

・１次産業から製造、観光を含む２、３次産業への進出を予定するものも含める。 

・農村風景を鑑賞させるのも、農業を起点とした観光ビジネスとして新しい軸になりつつあ

り、対象にしてもよいのではないか。（森下委員） 

 

・観光業（グリーンツーリズム）は６次産業の重要な業態の一つとなるので対応する人材の

育成は重要。２次・３次業者が農山漁村の地域資源を活かして行う観光業は、１次産業を
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基点とする観光業への波及効果が大きいので同様のアプローチが有効。（中嶋委員） 

 

・農林漁業者が観光業（体験ファームや農家民宿など）に進出する場合も２次・３次業者が

農山漁村の地域資源を活かして観光業を営む場合も対象とすべき。（小沢委員） 

 

・観光産業に関連するものについても、基本的には含めるべき。ただし、２・３次産業サイ

ドにもメリットがあるものなど、一定の線引きは必要。（栗原委員） 

 

・流れをつくる人材として対象としてよいのではないか。（斉藤委員） 

 

・観光は成長戦略上重要な分野であり、６次産業化人材の範囲に含めてもよい。ただし、観

光は事業者の取組というより地域など広いエリア・集団による営みという側面が強いので

はないか。（杉山委員） 

 

・観光業で成果を上げるためには観光専門のコンサルティング技術を持った人材が必要。（鈴

木委員） 

 

・体験ファームや農家民宿は６次化とはいえないので、対象外。（嶋崎委員） 

 

・農林漁業者が観光業（体験ファームや農家民宿など）に進出する場合は対象となり、２次

３次業者が農山漁村の地域資源を生かして観光業を営む場合は、今回の対象が農林漁業者

等となるのであれば、そこまで範囲を広げる必要はないのではないか。（仲元委員） 

 

③ ６次産業化人材の就業場所や雇用先の範囲をどのように捉えておけばよいか。 

 

＜主な意見・論点＞ 

・既存の農商工連携人材育成事業の受講者においては、自ら起業・企業への就業ともに、

既に事例はあり、農林水産業への参入や農林漁業者と連携して新たな商品開発を行う２

次・３次産業者は増加していることから、可能性があるのではないか。 

・現時点ではコンサルタント・アドバイザーへのニーズが高いが、就業可能性が限られて

おり、ビジネスが成り立つ環境づくりをしてはどうか。 

 

・雇用の創出としては、企業も含め、農林荒廃地の再生事業、およびそれに伴う観光事業な
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ど、既に事例が見られる。異業種からのコンサル業務も既にみられる。 

・農商工連携人材育成事業による研修の受講生の就職先としては、商工サービス業、農林漁

業者としての独立、ＪＡ等を含む農業関連法人など。（森下委員） 

 

・農商工連携人材育成事業による研修の受講生には、次のような就業事例があることから就

業可能性は大いにあると考える。（経済産業省） 

○研修を受講し、農商工連携の取り組みを学ぶことで、コンサルタント会社を起業。農商

工連携コーディネーターとして、現在新商品開発事業に着手するとともに、農商工連携

を活用した町おこしにも取り組んでいる。 

○受講後、農商工連携に対する基礎知識を求める企業に就職。 

○受講後、新商品開発にあたって、連携相手及び消費者の目線で事業構想できる人材を求

める企業に就職。 等 

 

・「事業者としてのプロ」の人材育成によって１～３次のそれぞれの業界で優位な就業に結

びつく。１次～３次を「効果的に繋ぐことを支援する高度なプロ」の人材育成では、地域

連携や活性化、産業連携のアドバイザーとしての起業のきっかけにつながる。（片岡委員） 

 

・２次・３次産業者の中で直接１次産業に進出する企業は急増しており、１次産業から３次

産業までのトータルの知識や経験を持つ人材に対するニーズは大きくはないものの高い。

６次産業化をコーディネートする企業も増えている。 

・６次産業化人材が単独で起業するのはきっかけ作りの仕組みがないと難しいのではないか。

（佐藤委員） 

 

・就業可能性はあるが人材を吟味しなければいけない。 

・農業で起業して成功するためには、経営者が現場について熟知することが重要であり、Ｆ

Ｃにより独立してもうまくいかないのではないか。（嶋崎委員） 

 

・就業先や雇用先を限定する必要はないが、地域振興や地域活性化という政策メッセージを

意識して打ち出すとよいのではないか。また、就業した後の労働条件が確保される必要。 

・起業人材を１万人（全国の中学校の数）から逆算すると、プランナーは３００名、雇用人

材は３０万人程度。（杉山委員） 

 

・６次産業化は、（１）１次産業者が２・３次産業者と連携して６次化する場合、（２）１次
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産業者が６次化する場合、（３）２・３次産業者が６次化する場合、（４）全く新たに６次

化産業を興す場合、などに分類できるが、それぞれ就業可能性は異なる。 

  ・いずれの場合でも、コンサルタント、アドバイザー、コーディネーターへのニーズは高い。

現状は、中小企業基盤整備機構の専門アドバイザー、自治体やその関係機関の専門アドバ

イザー・指導員、大学・研究機関の専門家など公的支援体制がある人材に限られており、

就業機会となるかという点については何とも言えない。コンサルタント的な人材が、ビジ

ネスとして成り立つ環境を作ることが就業可能性を高めるために必要。 

  ・（１）、（２）、（３）の場合には、起業および雇用創出の可能性はある。（４）の場合であれ

ば、就業、企業、雇用創出いずれの可能性もある。（栗原委員） 

 

・現時点では就業可能性は大きくないが、「新・農業人フェア」、企業的経営などに非常に注

目が高まっている。農林水を起点とした２次・３次産業まで含めれば、潜在的就業可能性

は高い。実験段階では潜在的にあるものを顕在化する役割も果たすべき。（小沢委員） 

 

・雇用は可能性が低い。コンサルは必要経費に対する補助金次第。規模は小さいが、６次産

業化プランナーが農林漁業者と起業する可能性は高い。（仲元委員） 

 

・農林水産業のみならず、第２次産業、第３次産業に拡大する可能性はある。（農林水産省） 

 

・企業の人員計画を考えると、プロレベルの人がいるからといって、採用されるとは限らな

い。今回の制度が雇用の創出に直接つながるかは疑問。 

・独立は難しい。可能性があるとすれば実績を持った人の下で修業を積む場合。（鈴木委員） 

 

・現時点では、雇用も起業も難しいのではないか。むしろ、６次産業化人材により、法人の

売り上げが拡大し、雇用の受け皿を創っていくことが現実的ではないか。（俵委員） 

 

・フードビジネスにおける６次産業化人材の受け入れは、大手ほど浸透し易く小規模企業(個

人経営)ほど浸透し辛い。ただし、６次産業化人材のどのレベルでもスキルが安定化して

おり、従来の調理師、製菓衛生師や技能士以上に企業側から明確に見えることが必要。調

理師、製菓衛生師や管理栄養士養成施設が、６次産業化人材の育成に努めれば、長い目で

みると規模の大小に関わらず浸透していくのではないか。（廣瀬委員） 

 

・就業可能性のボリュームは小さく、雇用があるとすれば、一定の大きな規模の企業になる
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のではないか。 

・また、新規雇用というよりも、既存の社員の研修の方が現実的。一定の規模のところは社

内の人材でまかなわれ、公的事業が中心となるであろう。 

・起業、コンサルについては、６次産業化のテーマだけでは食べて行けないのではないか。

（玉沖委員） 

 

・複数の生産組合や直売所などの雇用創造、創業段階の組織運営支援を行うことを期待。 

・厚生労働省パッケージ事業で行っている連携組織の起業化による組合員数をアウトカムと

するような組織化支援活動や事業化実績に対して報酬を支払ってはどうか。 

・総務省のアドバイザー派遣制度では、登録された１５０名が市町村から委託を受けた場合

特別交付税によりその人件費、交通費が充当される制度。（１市町村当り５６０万円/年）

こうしたゴール設定も重要。（斉藤委員） 

 

 

１． 能力評価の階層（ランク）  

 

①現実には６次産業化人材には、レベル４（もしくはレベル３）よりも上のランクでなけ

ればそう呼べないのではないか。しかし、そこへたどり着くプロセスを見えるようにす

るためには、レベル３（レベル２）以下も示す必要があるのではないか。 

・農家の子息や若者がエントリーできる仕組みを作ってほしい。（仲元委員） 

・例えば直売所では、運営体制やガバナンスが明確でない事例が多い。地域ではレベル３の

人材が機能するのではないか。（中嶋委員） 

 

②プロ（レベル４）以下は枝分かれするのではないか。例えば、１次、２次、３次のそれ

ぞれの分野から６次産業化人材を目指す人がいるはずである。（１－ｅ） 

 

③プロになるには、１次、２次、３次のすべてについて最低限の知識を持っている必要が

あるのではないか。 

 

④ 一方、第３次には飲食業、小売業、接客業、運送業、観光業などさまざまな領域が含ま

れるが、これらは選択と必須に分かれるのではないか。 

・幅広い知識が必要であり枝分かれが必要（栗原委員） 
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⑤ 食品の安全、衛生管理はプロの必須知識なのではないか。 

 

 

２．評価システム  

 

① レベル１からレベル３までの認定については、学校教育の履修をもって認定する方法も

考えられるのではないか。ただし、そのカリキュラムの認証にあたっては、一定の実務

教育（長期インターン、コープ教育のようなもの）を組み入れる必要があるのではない

か。（２－ａ、２－ｂ） 

 

② 学校教育の履修によらず、叩き上げでプロを目指す人材もいるはずである。その人々の 

アセスメントは誰がするのがよいか。 

 

③ 学校は大学、専修・専門学校、農業・水産高校などが対象になるのではないか。その他

に教育の担い手はいるか。（４－ａ） 

 

④ プロレベル以降は、実績と同業者の推薦によって評価してはどうか。 

 

⑤ 既存の国家資格や有力な民間職業資格のなかに、その資格取得をもって、評価（また

はその一部）を代替することができるものはあるか。例えば、調理師や栄養士などの

資格はどうか。（２－ｄ） 

 

⑥ ６次産業化人材には一定のマネジメントスキル、リーダーシップが必要ではないか。そ

れらはどのように評価するべきか。 

 

⑦ レベル４以上の認定を受けた人には、あわせてアセッサーにも登録してもらうことがい

いのではないか。（２－ｈ） 

 

 

３．運営体制  

 

① この分野で、アセッサーの育成、評価、データ管理などの機能を持つ団体は、どのよう

な団体が望ましいのか。（３－ｂ） 
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② カリキュラム認証を行う機能も必要になる。この主体は、どこがよいか。（３－ｃ） 

 

③ 能力評価基準が完成したら、当面（来年度）は、モデル事業の形で、いくつかの地域や

領域で試行してみてはどうか。その際、どのような政策支援が必要か。（３－ｄ） 

・人材バンクや人材データを作ることは有効な手段。（栗原委員） 

 

 

４．普及・浸透方法  

 

① 農業法人、流通業、観光業、飲食業、食品製造業などの企業のなかで、企業単位での本

制度の導入、レベル取得に取り組む企業をつくることで普及が促進されるのではない

か。（４－ｃ） 

 

② 初期的には各官庁などでさまざまな認定を受けている人々（６次産業化、農商工連携、 

地域再生などの切り口で）の中から、相互認証の形で上級者を認定してはどうか。 

＊農林水産省、経済産業省、内閣府、総務省（ふるさと財団）、観光庁などのこれまでの

表彰者も参考になるのではないか。（４－ｄ） 

・中小企業庁の農商工連携人材育成研修を生かしてはどうか。（栗原委員・森下委員） 

・農水省のフード・コミュニケーション・プロジェクトの工場監査シートや商談会シートは

６次産業化人材の教育面で使えるのではないか。（中嶋委員） 

 

③ 地方圏でチャレンジする人々が多いことが想定されるため、e－learning の手法を積極

的に導入することが重要ではないか。（４－ｆ） 

 

④ 関連省庁の施策と積極的に連動を図っていくことが有効ではないか。特に農漁業の再生

や、地域活性化策とは車の両輪となるのではないか。また「６次産業化法」や「農商工

等連携促進法」に基づいた事業と連動させることで、本施策が強化されるのではないか。 

 

 

以 上 


