
　　次産業化
　　総合サポート研修

とくしま 令和２年度　徳島県６次産業化スキルアップ研修

とくしま産業振興機構
公益財団法人徳島県・



　徳島県では、「６次産業化に取り組んでいる」、また
は「これから取り組みたい」と考えている農林漁業者
の皆さまに向けて、６次産業化に必要な知識を体系的
に学べる研修会を開催します。また、明日から活かせ
る実践的なセミナー等も開催いたします。研修に参加
し、自社の新商品開発や販路開拓に繋げてください。

「６次産業化」を

体系的に学ぼう

　６次産業化とは、１次産業としての農林漁業と、２次産業としての製造業、
３次産業としての小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り、農山
漁村の豊かな地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取り組みです。
これにより農山漁村の所得の向上や雇用の確保を目指しています。
（農林水産省WEBサイトより　https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika.html）

6次産業化とは？

広がるビジネスチャンス

ステップアップ形式で受講が可能です

基本コース 全４講座
これから６次産業化に取り組む農林漁業者に向けて、６次産業化
の成功のポイントや事業計画の立て方、魅力ある商品デザインに
よるブランディング手法、食品表示や衛生管理の留意点等、ビジ
ネスの基礎について学んでもらうコースです。

チャレンジコース 全４講座
商品開発を行うための基礎知識の習得や６次産業に取り組む先進
企業への訪問を通じて、ビジネス展開の実際について学ぶコース
です。

実践コース 全４講座
地域資源を使った加工品づくりに向けて、素材を生かした加工技
術や食品保存について学ぶとともに、最新消費者トレンドを知る
バイヤーから売れる商品へとブラッシュアップを図りながら、商
品開発の実践力を身につけるコースです。

・新しい取り組みにより、売上アップや
　所得向上を図りたい
・販売戦略を考えたい、再構築をしたい
・商品などをブラッシュアップしたい
・新しい販路を開拓したい
・PR力を高めたい

これから取り組みたい 現在取り組んでいる

■ 新型コロナウイルスの影響により、研修内容や
　 開催時期が変更になる可能性があります。

６次産業化による起業・
事業展開を考えている

取り組みの充実・発展を
目指している

※詳しくは各コース別のチラシをご覧ください。

農商工連携・６次産業化の全国優良事例の紹介や今話題のネット
通販等をテーマとしたセミナーを通して、ビジネスの実践力を高
めます。

セミナー ２セミナー
■農商工連携セミナー　■６次産業化セミナー

農林漁業者の皆さまの声に応える

体系的に学んで
ステップアップ

チャレンジコース

基本コース（４講座）

（４講座）

実践コース（４講座）

セミナー（２コース）



公益財団法人とくしま産業振興機構の WEB サイト、
研修案内のチラシなどからお申し込みすることができ
ます。各研修の内容などにつきましては、下記のお問
い合わせ先にお願いします。

　映像の著作権は、講師及び（公財）とくしま産業振興機構に帰
属します。これらの映像を無断でダウンロードしたり、申込者以
外の第３者への視聴情報の配布、ダウンロードした映像を自組織
のウェブサイトにアップロードしたりすることは、著作権の侵害
となります。営利目的でなくても著作権の侵害となりますので、
ご注意ください。

088-654-0102電話

FAX

電話

FAX

公益財団法人とくしま産業振興機構

成長戦略推進部

徳島県農林水産部もうかるブランド

推進課　輸出・六次化推進室

〒770-0865　徳島市南末広町5番地 8-8 〒770-8570　徳島市万代町 1丁目 1番地

088-653-7910
088-621-2432
088-621-2856

お問い合わせ先

お申し込み

オンライン学習

本研修では、当日の講座内容をオンラインにて配信
いたします。オンライン講座の受講を希望される方は、
WEB サイトまたは研修案内チラシよりお申し込み
ください。

受講の締め切り

講座開催日の１週間前まで

とくしま６次産業化・農商工
連携サポート Facebook ページ

（公財）とくしま産業振興機構
 WEBサイト

（公財）とくしま産業振興機構
WEBサイト

研修についての
情報はコチラ

研修案内チラシ

・なお、講座内容とは一部変更となる場合がありますの
　で、ご了承ください。

・受講は、会場での開催 1ヵ月後から可能となります。

・　　　　の表示がある講座がオンライン対象講座です。オンデマンド
対象講座



令和２年度　徳島県６次産業化スキルアップ研修
徳島県は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

平井 吉信氏

６次産業化の事業計画の立て方や計数把握について学ぶとともに、
ビジネスモデルについて考えます。

松田 高政氏

６次産業化の現状と課題、地場産品を使った加工品開発の成功のポイ
ントや販売戦略について、わかりやすく解説します。

（水）
7 1

佐藤 あすか氏

商品の価値を可視化するデザインの重要性や消費者・バイヤーが求め
るパッケージとは何か、商品ストーリーによるブランディング手法に
ついて学びます。

藤田 左奈江氏

初心者のための食品表示の留意点や、「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れ
た衛生管理」の基礎について学びます。

（火）
7 7

６次産業化に関心がある農林漁業者や食品事業者の皆様へ

～6次産業化の基礎と
　事業計画を学ぶ～

受講料
無料

とくしま6次産業化総合サポート研修

基本コース



参加申込書

下記内容にご記入いただき、FAX にてお申し込みください。

WEB サイトからの
お申し込みはコチラ

https://www.our-think.or.jp/

▼

● 受講を希望するセミナーにチェックを入れてください

※各講座ごとにお申し込みください。
※会場受講・オンライン講座、両方の受講も可能です。

会場受講定　員 オンライン講座

第１講座
地場産品の加工品開発・販売戦略
　　～失敗と成功から生まれた開発手法～

第１講座 事業計画とビジネスモデル

第２講座
魅力ある商品デザインと
　　　　　ブランディング手法

第２講座
初心者のための食品表示と 
　　　　　衛生管理手法（HACCP）

会場受講

10名
オンライン受講

50名
会場受講

10名
オンライン受講

50名
会場受講

10名
オンライン受講

50名
会場受講

10名
オンライン受講

50名

送付先

088-653-7910FAX

オンライン講座申込について

【受講手順】

①  事務局でお申し込み内容を確認し、受講者には視聴のご案内（視聴方法や利用規約など）をメールにてお送りいたします。

②  視聴は、会場でのセミナー終了後、約１ヶ月以内に視聴先URL とパスワードをご案内します。

※なお、視聴期間は令和２年１２月末までとなります。

【受講条件】

・受講者個人での視聴でお願いいたします。

※受講者以外（第３者）への視聴URL およびパスワードの提供はお控えください。

・講座映像およびダウンロードできるテキストの無断の複製や電子データ化及び無断の録音・録画は著作権を侵害する行為であり、

　その利用者は刑事責任を問われる可能性がありますのでお控えください。

【免責事項】

受講中の損害・障害・不利益等については、主催機関及び講師等は一切責任を負うことができませんので、ご了承ください。

※複数名での受講の際は、本用紙をコピーしてお申し込みください。

● 申込者情報

氏 名

電話番号

所属先

法人・団体名

法人・団体・個人

FAX メール ＠

ふりがな
住 所
〒　　　  -          

いずれかに○を入れてください。

講師 松田 高政氏

13：30～14：50

講師 平井 吉信氏

15：00～16：00

講師 佐藤 あすか氏

13：30～14：40

講師 藤田 左奈江氏

14：50～16：00

〒770-0865
徳島市南末広町 5番 8-8 号  徳島経済産業会館 2F
公益財団法人とくしま産業振興機構   成長戦略推進部
TEL 088-654-0102　FAX 088-653-7910
E-mail sinkou@our-think.or.jp

申込先



（水）
7 15

大関 興治氏

“⻝” に関わる農業者・首都圏飲食店などを繋げ、６次産業化を推進する複合型
６次化共創施設「THE NARUTO BASE（ナルトベース）」の先進事例について
学びます。

（火）
7 14

近藤 保仁氏

自社飼育した安全で美味しい「阿波美豚」の魅力を消費者に届ける「（有）石井
養豚センター・リーベフラウ」の６次産業化の取り組みを紹介します。
＜総合化事業計画認定事業者＞

～ ～

これまで食品を１０００アイテム以
上、世に出してきた食品開発のプロか
ら、売れる商品づくりの基礎知識を学
びます。

「商品コンセプトシート」をもとに、グ
ループでの意見交換や講師からのアド
バイスを受けることにより、より実現
性のある商品づくりへと高めます。

「商品コンセプトシート」をもとに、グ
ループでの意見交換や講師からのアド
バイスを受けることにより、より実現
性のある商品づくりへと高めます。

宮崎政喜氏

（木）
7 2

（水）
8 5 県内最大級産直市「あいさい広場」における６次産業化の取り組みや売れ筋商

品の紹介などの現地見学と、人気商品米粉パンを加工している女性起業家と簡
単な実習を行いながら交流を図ります。

柏田 要子氏 西本 宣典氏 平野 喜代美氏

令和２年度　徳島県６次産業化スキルアップ研修
徳島県は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

とくしま6次産業化総合サポート研修

チャレンジコース
～商品化の実際と
　企業での
　インターンシップ研修～

受講料
無料

６次産業化に関心がある農林漁業者や食品事業者の皆様へ



参加申込書

問１ 今回の受講の目的・期待することについてこ記入ください。

※  お申し込みいただいた個人情報は、本件以外の目的で使用することはありません。
※  天候等、やむを得ない事情で開催中止する場合等、ご参加いただけない場合は事務局からご連絡いたしますので連絡先を必ずご記入ください。

問２ 講師の方に事前の質問等ございましたらご記入ください。

WEB サイトからの
お申し込みはコチラ

https://www.our-think.or.jp/

▼

送付先

088-653-7910FAX

下記内容にご記入いただき、FAX にてお申し込みください。

〒770-0865
徳島市南末広町 5番 8-8 号  徳島経済産業会館 2F
公益財団法人とくしま産業振興機構   成長戦略推進部
TEL 088-654-0102　FAX 088-653-7910
E-mail sinkou@our-think.or.jp

申込先

※複数名での受講の際は、本用紙をコピーしてお申し込みください。

● 申込者情報

氏 名

電話番号

所属先

法人・団体名

法人・団体・個人

FAX メール ＠

ふりがな
住 所
〒　　　  -          

いずれかに○を入れてください。

● 受講を希望するセミナーにチェックを入れてください

※各講座ごとにお申し込みください。

会場受講定　員

第１講座
・商品開発の基礎知識～商品コンセプトシートの作成～
・商品コンセプトシートのグループディスカッション

第２講座
石井養豚センター・リーベフラウの
６次産業化の取り組み

第３講座
THE NARUTO BASE の
６次産業化の取り組み

第４講座
あいさい広場の産直市見学と
米粉パン女性起業家との交流

会場受講 10名

会場受講 10名

会場受講 10名

会場受講 10名

講師 宮崎 政喜氏

13：30～16：00

講師 近藤 保仁 氏
13：30～15：00

講師 大関 興治氏

13：30～15：00

講師
柏田 要子氏

西本 宣典氏

平野 喜代美氏

13：30

～

16：00



農産物の付加価値化を図るための農産加工の実際と、包装容器の特性や水分・酸素・PH 調整
の保存性を高めるポイントなどの研修を開催します。

～ ～

食品保存の基本であるジャムづくりや一次保存方法の実習などから食品加工の基礎を学び
ます。

～ ～

や殺菌方法のコツについて学びます。

～ 聘 ～

淺沼 ゆうか氏 島本 一仁氏 坂本 鉄男氏 尾崎 晴祥氏

尾崎 正利氏

（火）
7 21

（水）
7 22

8

バイヤー等からマンツーマンで商品の評
価やアドバイスを受けていただけます。
県内～全国まで、多様な商圏のバイヤー
を招聘予定です。

他

令和２年度　徳島県６次産業化スキルアップ研修
徳島県は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

６次産業化に関心がある農林漁業者や食品事業者の皆様へ
とくしま6次産業化総合サポート研修

実践コース ～加工技術の習得と
　マーケットインの商品づくり～

受講料
無料



参加申込書

※第１講座の受講については、会場受講・オンライン講座、両方の受講も可能です。

他

※求評会について、詳細が決まり次第WEBサイト、facebook ページ等で告知します。

オンライン講座申込について

下記内容にご記入いただき、FAX にてお申し込みください。

WEB サイトからの
お申し込みはコチラ

https://www.our-think.or.jp/

▼

● 受講を希望するセミナーにチェックを入れてください
会場受講

会場受講

会場受講

定　員 オンライン講座

第１講座
売れる加工品づくりの実際と
保存性を高めるコツ

第２講座 加工の基礎を学ぶ
～基本のジャムづくりと一次加工の保存方法を知る～

第３講座
加工の実際を知る
～惣菜に挑戦！鶏釡飯の素とパスタソース～

求評会
８月下旬開催予定
会場 未定

会場受講

10名
オンライン受講

50名

会場受講 10名

会場受講 10名

10事業者

送付先

088-653-7910FAX

※複数名での受講の際は、本用紙をコピーしてお申し込みください。

● 申込者情報

氏 名

電話番号

所属先

法人・団体名

法人・団体・個人

FAX メール ＠

ふりがな
住 所
〒　　　  -          

いずれかに○を入れてください。

講師 尾崎 正利氏

10：30～12：00

講師 尾崎 正利氏

13：00～16：00

講師 尾崎 正利氏

13：00～16：00

講師
淺沼 ゆうか氏 島本 一仁氏

坂本 鉄男氏 尾崎 晴祥氏

〒770-0865
徳島市南末広町 5番 8-8 号  徳島経済産業会館 2F
公益財団法人とくしま産業振興機構   成長戦略推進部
TEL 088-654-0102　FAX 088-653-7910
E-mail sinkou@our-think.or.jp

申込先

※詳細は決まり次第、WEBサイト、
FBページ等で告知します。

【受講手順】

①  事務局でお申し込み内容を確認し、受講者には視聴のご案内（視聴方法や利用規約など）をメールにてお送りいたします。

②  視聴は、会場でのセミナー終了後、約１ヶ月以内に視聴先URL とパスワードをご案内します。

※なお、視聴期間は令和２年１２月末までとなります。

【受講条件】

・受講者個人での視聴でお願いいたします。

※受講者以外（第３者）への視聴URL およびパスワードの提供はお控えください。

・講座映像およびダウンロードできるテキストの無断の複製や電子データ化及び無断の録音・録画は著作権を侵害する行為であり、

　その利用者は刑事責任を問われる可能性がありますのでお控えください。

【免責事項】

受講中の損害・障害・不利益等については、主催機関及び講師等は一切責任を負うことができませんので、ご了承ください。
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