応 募 方 法と応 募 条 件

2020

11/5

農業従事者・加工業者・販売者・経営支援者向け

本リーフレットに必要事項を記載の上、下記のFAX、E-mailにてお申込みください。
なお、お申し込み後に書類審査や電話ヒヤリングをさせていただく場合もございます。

START!

応募
締切

11/2

【応募締切】 令和2年

無料

11/2（月）16:00 必着（先着順）

受講料

※各講座とも申込先着順で定員になり次第、締め切らせていただきます。

【応募条件】・18歳以上の福島県民又は、福島県内企業に勤務もしくは県内で自営する社会人であること。
E-mailアドレス
（携帯不可）
を有していること。
（各コース共通） ・電子メールでの書類の連絡があるため、
・原則として、全日程の受講が可能であること。
・本事業への参加について、雇用主等の理解が得られていること。

令和2年度ふくしま6次化創業塾

塾生応募用紙

※希望するコースにチェックを入れ、下記項目すべてご記入ください。

□ ６次化創業（実践者）コース

□ ６次化創業支援スタッフ（地域プロデューサー）コース

（ふりがな）

氏 名

ふくしま
6次化創業塾
令和 2年度

住 所

生年
月日

年

月

職 業

電話
番号

e-mail

@

日

会社名・
所属組織名

〒

（

）
＿

現在のお仕事内容:

6次産業化の取組みで目指したい将来の目標について:

会場：福島県農業総合センター（郡山市日和田町高倉字下中道116番地）

ほか

※会場までの交通費、飲食代等については自己負担となります。

集合研修＋オンライン研修＋動画配信研修

実施方法の詳細はカリキュラムをご覧ください。

FA X
目的で選べる
２つのコース

1

Point

6次化創業（実践者）コース / 定員15名
6次化創業支援スタッフ（地域プロデューサー）コース / 定員10名

6次産業化・農業界における全国各地の
プロフェッショナルな講師から学べる！

Point

2

オンライン研修と現地研修、
動画研修を組み合
わせた研修で、
いつでもどこでも受講が可能！

Point

3

国家認定制度「食の６次産業化プロデューサー」
（通称：食Pro）
の認定を受けることが出来る！

有限会社平田観光農園.
代表取締役
平田 真一氏

主 催：福 島 県

株式会社食農夢創
代表取締役
仲野 真人氏

メール

日程 ： 10月29日
（木）19:00〜20:30

事前入塾説明会の開催について
講師 ： 株式会社瀧田農産加工研究所

agri@pasona-nouentai.jp

開催方法 ： オンライン（ZOOM）

代表取締役社長 瀧田 圭樹

もう少しカリキュラムの内容、ZOOMを使っての研修の様子等を知りたい等のご要望にお答えし、事前説明会を開催させて
頂きます！スタッフが受講にあたっての疑問点等にもお答えしますので、
ご参加お待ちしております！

講師陣は6次産業化のトップスペシャリスト！ ほか有名講師多数！
ファーマーズフォレスト
コンサルタンツ株式会社
代表取締役 松本 謙氏

03-6734-1269

【タイムスケジュール】仮

①6次産業化の現状と食の6次産業化プロデューサーとは

株式会社キースタッフ
代表取締役副社長
伊藤 順氏

応募方法は裏面へ→

問い合わせ先：
（株）パソナ農援隊

②卒塾生から聞く！ふくしま6次産業化創業塾の魅力

地域創生事業部

ふくしま6次化創業塾事務局 / TEL:03-6734-1260

名塚・大井

FAX:03-6734-1269
E-mail:agri@pasona-nouentai.jp

6次化創業（実践者）コース / 定員15名

6次化創業支援スタッフ（地域プロデューサー）コース / 定員10名

経営手法の一つとして6次産業化・農商工連携を取り組んでいる、
これから取組みたいとお考えの農林漁業者・商工業者向けのコースです。
全国の成功・失敗し
ている6次産業化の取組みから経営手法の一つとしてどのような考え方、手法で取り組んでいけばいいのか、経営戦略、
マーケティング、商品開発、商品加工ま
で幅広い6次産業化の知識を養います。
日程

1

座学
研修

11月
5日

時間帯

入塾式・オリエンテーション

11：00〜12：30

13：15〜14：45

14：55〜16：25

16：30〜17：30

動画
配信

2

3

オンライン
研修

11月
20日

現地 12月
研修 1週目

13：00〜14：30

14：40〜16：10

10：30〜17：30

動画
配信

4

5

オンライン
研修

現地
研修

12月
15日
1月
13日

7
8
9

2月 8日

現地
研修

2月
22日

講

時間帯

入塾式・オリエンテーション

【公開講座】
これからの6次産業化と地域活性化

6次産業化の今後の展望と地域活性化との関わ
りについて。

11：00〜12：30

【公開講座】
先進的取組みを行う
6次産業化のビジネスモデル

ファーマーズフォレスト
コンサルタンツ株式会社代表取締役
松本 謙氏

6次産業化のピジネスモデルについて、全国的に著
名な平田観光農園を事例に、強みと課題点を学ぷ。 有限会社平田観光農園.
６次化に関する法令と、農業者及び６次化事業者が 代表取締役 平田 真一氏
利用できる各種の金融制度について知識を得ます。

13：15〜14：45

6次化事例から学ぶ法規や制度の基礎知識

各コースそれぞれに分かれて、
自己紹介を中心に
情報交換等を行って頂きます。希望者はその後、 株式会社パソナ農援隊
懇親会場に移動して懇親会を実施します。

塾生交流会
６次産業化にむけた販売戦略

小売・通販・業務用等様々な販売を想定し、
販路
の構築に向けたトレンドと方法を学びます。

6次産業化における
事業戦略の考え方・立て方

多様な6次産業化が推進されている中で、
どのよ
うなポジショニングで推し進めるか。
その分析や方
向性付けについて学びます。

事業計画書の作成方法

農業界、6次産業化の現状を知ったうえで、実行
性のある事業計画の素案を作成するスキルを身
に付けます。

先進的な6次産業化の取組み視察

ホライズンコンサルティンググループ株式会社
代表取締役 庄司 和弘氏

魅せる商品とブランディング

消費者に手を取ってもらうための、商品の魅せ方、 株式会社キースタッフ
代表取締役副社長 伊藤 順氏
ブランディング方法について学びます。

14：40〜16：10

事業計画書の作成演習①

今まで学んだことを活かし、
事業計画を取りまとめ
計画書を作成するスキルを身に付けます。

10：30〜11：30

食品加工の基礎知識①

食品加工及び販売を行うにあたって、最低限必
要となる法規について学びます。

12：30〜14：00

食品加工の基礎知識②

食品の種類や保存手段、加工食品のメリット等を学ぶ。 株式会社ORIGINESS

食品加工演習

簡易な食品加工のデモンストレーションを行い、
加工時における衛生管理を実践として学びます。

食品衛生管理

生産・加工一連の衛生管理・安全性の確保につ
いて学ぶ。

経営管理

10:00〜16：30

事業計画書の作成演習②

今まで学んだことを活かし、
事業計画を取りまとめ
計画書を作成するスキルを身に付けます。

10:00〜15:30

事業計画発表

これまでの講義の最終成果として、作成した事業計画
の発表会を実施します。
また6次化の専門的知見を有
するコメンテーターからフィードバックをいただきます。

15:30〜16:30

卒塾式

ホライズンコンサルティンググループ株式会社
代表取締役 庄司 和弘氏

食の6次産業化を担う人材の認定・育成を目的としています。生産（１次産業）、加工（2次産業）、流通・販売・サービス（3次産業）の一体化や連携により、地域の
農林水産物を活用した加工品の開発、消費者への直接販売、
レストランの展開など、食分野で新たなビジネスを創出するための職能レベルを認定します。

4

5

先進的取組みを行う６次産業化のビジネスモデル
( 有) 平田観光農園 平田 真一氏

現地
研修

ご希望される場合は、下記アドレスに特別講座参加希望
の旨ご連絡ください。
agri@pasona-nouentai.jp

ふくしま6次化創業塾 事務局 名塚・大井
（株式会社パソナ農援隊 地域創生事業部

7

12月
15日
1月
13日

8
9
10

2月
1日
2月8日

現地
研修

6次化事例から学ぶ法規や制度の基礎知識

６次化に関する法令と、農業者及び６次化事業者が 株式会社食農夢創
利用できる各種の金融制度について知識を得ます。 代表取締役 仲野 真人氏

塾生交流会

各コースそれぞれに分かれて、
自己紹介を中心に
情報交換等を行って頂きます。希望者はその後、 株式会社パソナ農援隊
懇親会場に移動して懇親会を実施します。

事業計画書の作成方法
支援・コーディネートの先進事例視察

2月
22日

小売・通販・業務用等様々な販売を想定し、
販路
の構築に向けたトレンドと方法を学びます。
6次産業化推進していくための事業戦略の考え
方・立て方を学びます。
事業計画をを作成するスキルを身に付けます。

株式会社キースタッフ
代表取締役副社長 伊藤 順氏

ホライズンコンサルティンググループ株式会社
代表取締役 庄司 和弘氏

6次産業化の取組みをプロデュースする立場とし
て、地域商社の役割や地域拠点として地域をプ 株式会社 ファーマーズ・フォレスト
ロデュースする手法や取組みを視察する。

マーケティングの考え方

シーズとニーズの両輪から考える商品企画開発と 株式会社キースタッフ
代表取締役副社長 伊藤 順氏
はなにかを学びます。

13：00〜14：30

魅せる商品とブランディング

消費者に手を取ってもらうための、商品の魅せ方、 株式会社キースタッフ
代表取締役副社長 伊藤 順氏
ブランディング方法について学びます。

14：40〜16：10

事業計画書の作成演習①

今まで学んだことを活かし、
事業計画を取りまとめ
計画書を作成するスキルを身に付けます。

10：30〜11：30

食品加工の基礎知識①

食品加工及び販売を行うにあたって、最低限必
要となる法規について学びます。

12：30〜14：00

食品加工の基礎知識②

食品の種類や保存手段、加工食品のメリット等を学ぶ。 株式会社ORIGINESS

食品加工実習
コーディネート手法①

オンライン 月 日
1 27
研修

オンライン
研修

6次産業化のピジネスモデルについて、全国的に著 有限会社平田観光農園.
名な平田観光農園を事例に、強みと課題点を学ぷ。 代表取締役 平田 真一氏

14：40〜16：10

動画
配信

動画
配信

【公開講座】
先進的取組みを行う
6次産業化のビジネスモデル

ファーマーズフォレスト
コンサルタンツ株式会社代表取締役
松本 謙氏

6次産業化における
事業戦略の考え方・立て方

14：10〜15：40

6

6次産業化の今後の展望と地域活性化との関わ
りについて。

13：00〜16：00

経営管理

簡易な食品加工のデモンストレーションを行い、
加工時における衛生管理を実践として学びます。

ホライズンコンサルティンググループ株式会社
代表取締役 庄司 和弘氏

田野島 万由子氏

傾聴スキルを中心とした食の6次産業化をコーディ ホライズンコンサルティンググループ株式会社
ネートまたは支援する立場として必要な対人スキ 代表取締役 庄司 和弘氏
ルを身につけます。
マネジメントゲーム
（体験型経営塾）
という手法を デジタルハリウッド大学
太場 次一氏
用いて、
経営・財務会計の感覚を身に付ける。

食品衛生管理

生産・加工一連の衛生管理・安全性の確保につ
いて学ぶ。

13：00〜14：30

事業計画書の診断実習①

14：40〜16：10

事業計画書の診断実習②

支援者として経営診断・課題解決のコンサルティ
ングを行うことを想定して、
決算書、
事業計画書等
を用いて診断演習を行います。

10:00〜16：30

事業計画書の作成演習②

今まで学んだことを活かし、
事業計画を取りまとめ
計画書を作成するスキルを身に付けます。

10:00〜15:30

事業計画発表

これまでの講義の最終成果として、作成した事業計画
の発表会を実施します。
また6次化の専門的知見を有
するコメンテーターからフィードバックをいただきます。

15:30〜16:30

卒塾式

株式会社エーグリット
萩原 正氏

ホライズンコンサルティンググループ株式会社
代表取締役 庄司 和弘氏

集合研修の場合は、新型コロナウイルス感染症の予防対策に十分留意した上で実施します。講師陣についても登壇前に体温測定、健康チェックを行い、前兆がないことを

２つのテーマの講座についてどなたでもご参加いただけます。
日本を代表する６次産業化のプレーヤーからの講演を是非、
ご参加ください。

譲氏

オンライン
研修

師

【公開講座】
これからの6次産業化と地域活性化

13：00〜14：30

10：30〜17：30

講

株式会社パソナ農援隊

コロナ対策

11月5日 初回講座の一部はどなたでもご参加頂けます！！

申込方法

現地 12月
研修 1週目

田野島 万由子氏

福島県
株式会社パソナ農援隊

①11時00分〜12時30分

11月
20日

要

研修内容や自己紹介、
目標について発表。

６次産業化にむけた販売戦略

動画
配信

マネジメントゲーム
（体験型経営塾）
という手法を デジタルハリウッド大学
太場 次一氏
用いて、
経営・財務会計の感覚を身に付ける。

13：00〜16：00

②13時15分〜14時45分

3

オンライン
研修

ホライズンコンサルティンググループ株式会社
代表取締役 庄司 和弘氏

株式会社エーグリット
萩原 正氏

14：55〜16：25

動画
配信

2

６次化優良事例法人の経営者から成功にむけた
株式会社 ファーマーズ・フォレスト
メソッドや町おこしの構想を学びます。

11月
5日

16：30〜17：30

株式会社キースタッフ
代表取締役副社長 伊藤 順氏

13：00〜14：30

これからの６次産業化と地域活性化
ファーマーズフォレストコンサルタンツ（株）松本

1

現地
研修

概

テーマ

10：00〜10：50

食の6次産業化プロデューサー（愛称：食Pro.）

公開講座内容

日程

師

株式会社パソナ農援隊

シーズとニーズの両輪から考える商品企画開発と 株式会社キースタッフ
代表取締役副社長 伊藤 順氏
はなにかを学びます。

動画
配信

オンライン 1月27日
研修

要

研修内容や自己紹介、
目標について発表。

マーケティングの考え方

14：10〜15：40

6

概

テーマ

10：00〜10：50

農業ビジネスの「プロデューサー」
として、
より有機的な視点で業種横断でプロジェクトを作ることの出来る、農業分野に幅広い知識を持つプロデューサー型の人
材の育成を行います。
生産から加工、
マーケティングまで広範な知識を習得することで、
事業を俯瞰的に見て、
的確なプロデュースやコーディネートから6次産
業化の取組みを先導出来ることを目指します。

東日本ユニット）

確認の上、
講義を行います。
その他、
受講生にも以下のご対応を頂くこととなりますので、
ご了承ください。

※自宅で検温をして頂き、
37.5 度以上ある場合は、
参加を控えて頂くようお願いいたします。
併せ
・研修前に体温測定、
健康チェックと実施頂き、
研修受付時に事務局へ報告お願いします。
て、
ひどい咳・鼻水・喉の痛み等がある場合も同様です。 ・会場入り前、
※消毒アルコールも会場に設置します。・受講中は、
休憩後を含め定期的な手洗いをお願いします。
症状がない場

合でも、
原則としてマスクの着用をお願いします。・会場の座席配置は、
飛沫感染防止のため受講生同士が一定の距離を保てるようにします。・会場は、
原則として扉を常時
開放とします。
難しい場合でも、
1時間ごとに、
換気します。

オンライン開催
研修は集合研修に加えて、
オンラインや動画研修も組み合わせております。
インターネットに繋がる環境とPC やスマートフォンをご用意ください。
※インターネット環境に不安がある方は、
申し込み時にお問合せください。
オンライン研修はZOOM を使用しますが、
使用方法がわからない方は事務局で事前サポートを行います。

