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【報告】

信州直売所学校の取り組み
―中山間地域における地域活性化人財の発掘と育成―

増山憲一郎、毛賀澤明宏

１．はじめに 信州大学における「信州
直売所学校」企画の背景

みると、大学の第三の役割として挙げられて
いる「地域貢献」と称して実施されている技
術的な産学連携では、新製品や技術開発など

信州地域に限らず、日本全国で農業を取り

の情報漏洩を防止する守秘義務の問題もあろ

巻く人材不足が深刻化している。特に農業分

うが、往々にして「教員」対「企業」の極め

野における若手が不足していることは周知の

て小さな連携に留まりがちで、本当にその連

事実であり、これを否定する人は少ないだろ

携や成果が地域の役に立っているか？と、問

う。もちろん、ごく一部の限られた（川上村

われると、やはりまだまだ疑問も多くあり、

のような）地域ではあてはまらないかも知れ

「産学連携」から「産学官連携」へと連携の

ないが、若手が不在のため後継者もいないと

環を育て、その波及効果がしっかりと地域に

いった問題を抱えながら、惰性で先の見えな

届く仕組みを作っていく必要があるという指

い農業を仕方なく続けている農業者も多く、

摘もある。

とかく中山間地域における農業は完全に疲弊
してしまっている。
「余った野菜、規格外の野菜の現金化」と
いう、農家のささやかな要求から戸板を並べ
て始まったと言われている農産物の直売事業

これらの複合的な地域や大学における課題
を背景に信州直売所学校の企画・運営に取り
組んできた。

２．農商工連携等人材育成事業

は、昨今の異常なまでの流行によって価格競

農商工連携等人材育成事業は、平成20年７

争が激化している。信州には個性豊かな産

月21日に施行された「農商工連携推進法」を

直・直売所がたくさんあるにも関わらず、こ

背景として、全国中小企業団体中央会が募集

のままでは価格競争と客の奪い合いにより

する人材育成事業を指す。この事業は、農商

スーパーマーケット化してしまうことが懸念

工連携に積極的に取り組もうとする人材を発

され、せっかくの特徴的な直売所が淘汰され

掘し、農林漁業や商工業、両方の経営実務に

てしまうという危機感すら顕在化し始めてい

必要な知識を習得するための講義や、農場等

る。例えば、流行に乗って激化する出店ラッ

における実地研修を実施し、農商工連携に取

シュの影響で、右肩上がりに売上を伸ばす直

り組む人的基盤を形成することができるよう、

売所と、その一方で、停滞あるいは減速する

研修実施機関が研修を実施するのに必要な費

直売所の二極分化が進んでいる。また、これ

用の一部又は全額をコンペディションによっ

らの個性的な産直・直売所でも、農業分野同

て助成する取り組みである。

様に明らかに若手・担い手不足の課題を抱え
ている。
視点を変えて大学の目線で「連携」を見て

信州大学では、平成21年度からこの事業に
採択し、初年度には農学部が保有する栽培や
発酵技術を核とした「山ブドウワインセミ
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ナ ー」 を 実 施 し て い る。（ ※ 正 式 事 業 名 は

ることを研究する「信州機能性食品開発研究

「山ブドウ等、長野県特産農産物の栽培と加

会」が発足するなど様々な「農商工連携」の

工・流通を核として農商工連携を進める人材

活動が行われているが、今回はこの「農商工

の育成研修」という。
）翌22年度には、大学

連携等人材育成事業」として信州大学が実施

における農商工連携分野の人材育成の取り組

した「信州直売所学校」の取り組みにフォー

みを、より全学的・全県的な取り組みにすべ

カスするものである。

く、産学官連携推進本部にて「信州直売所学
校」を企画し実施した。そして、大変好評で
あった22年度の信州直売所学校の地域ニーズ
に対応するため、応用編として23年度も継続
して実施している。

３．推進体制の構築と事業が目指す方向
性
信州直売所学校の最大の特徴は、地域や大
学における課題を背景に、産直市場や農産物

もちろん信州大学では、この他にも工学部

直売所、また、それらと密接に結びついた農

が中心となって実施している、食品加工の分

産物の手造り加工こそが、現在、国を挙げて

野から食品産業の振興を図る「ながのブラン

進められている『農商工連携』や『６次産業

ド郷土食」の取り組みや、バイオマス資源の

化』の原型であり、この分野の人材育成は単

活用から地域の新産業創出を考える「バイオ

に『商品開発』や『ものづくり』を教えるだ

マス（BMU）研究会」
。農学部が中心となり、 けではなく、地域や地域産業を支える次世代
食品の持っている疾病予防などの機能を活用

の人づくりとして取り組んだ点にある。つま

して、毎日の食生活から健康な生活を維持す

り、中山間地域における地域の活性化を担う
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（図１：信州直売所学校の運営・実施体制）
34

地域ブランド研究第７号

2012. 2

14日間

“人財”の「発掘と育成」がテーマとなり、
し か も、 そ れ を 実 施 す る に あ た り、「 産 」

４.２．カリキュラム規定

「学」
「官」のそれぞれの強みを生かせる推
進体制を構築した。

カリキュラムの策定にあたっては、事業の

まず、農業分野は「産」として、もはや全

採択元である全国中小企業団体中央会の規程

国で一兆円規模の産業となった農産物直売所

や実施要項により、研修時間や単位数、必須

のネットワークやJA（長野中央会）が協力し、

科目等が厳密に定められている（表１を参

特に平成22年に立ち上がったばかりの「長野

照）ため、これに従い慎重に検討を重ねて作

県産直・直売連絡協議会」が、現役の経営者

成した。

や地域リーダーが持つ経験やノウハウを次世
４.３．カリキュラム

代に伝授するため、講師や専門指導者として
派遣する体制を整えた。

座学だけでなく、地元のイベントに場を借

次に「学」の立場としては、信州大学をは

りた販売・運営実習や、農産加工のカリスマ

じめ長野大学や松本大学松商短期大学部など、

女性の手ほどきを受けた加工実習、先進地の

長野県内の19の高等教育機関が産学官連携を

視察と現地での意見交換等、重層的なカリ

推進する組織「信州産学官連携機構（SIS：

キュラムとなった。

Shinshu Innovation System）」が側面的に支

大学など高等教育機関が主導し、国の農業

援を行い、大学や研究機関等が保有する技術

政策・地域政策との関連で直売所の理念や・

や手法等を提供している。これは、中山間地

社会的役割を考察することから始まり、経

の農業を核とした地域振興を支えるために地

営・マーケティング、地域の食文化や伝統の

域の大学の「知」を総合的に活用する方向性

継承との関連、食品加工や機能性食品開発へ

を模索する意味を持つ。もちろん、受講生が

の発展方向性の模索、組織運営の具体的方法

それらの技術や手法を活用する場合はその橋

論など、総合的・多角的視点からアプローチ

渡し役にもなる。

するものは、この「信州直売所学校」が初め

そして、
「官」として長野県農政部の協力
を得て、その組織力や情報力による支援体勢
を調整した。
（図１を参照）

ての試みであったであろう。
繰り返しになるが、単に直売所の運営方法
やノウハウ、経営戦略等を学ぶだけでなく、
産直・直売所が持つ社会的機能や役割、さら

４．カリキュラム

には地域の持続的なあり方などを歴史的経験

４.１．研修期間

から学ぶことを研修の根幹に据え、多角的な

平成22年８月６日～平成23年１月27日

延べ

視点を持った「人財」の発掘・育成を目指す

（表１：実施要項による指定研修時間数）
研修科目

研修時間（単位）

講義研修

1.5時間（１単位） 合計36時間（24単位）以上
ロールプレイング研修
1.5時間（１単位）
単独で４単位以上

ロールプレイング研修
実地研修

３時間（１単位）

補助金交付要件

12時間（４単位）以上

修了証交付要件
合計（12単位）以上
eラーニング講義で
取得単位は４単位限度
（２単位）以上
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◆カリキュラム一覧表（第１期
開 催 日

8月6日

金

講 義 テ ー マ
キックオフ 本研修の狙いと構成
今なぜ産直・直売所なのか？

毛賀澤 明宏

2.

農産物流通構造と直売所

3.

直売所は出会いと感動の場
（社会的機能）

4.

地域の伝統文化と食・観光

5.
6.
木
7.
8.

産直市に向けたビジネスプランづくり
その１ （RPG）
若手が切り拓くブランド野菜を
軸とした直売所づくり
産直市に向けたビジネスプランづくり
その２ （RPG）
農産物加工の地域における役割
（手造り加工の企業経営）

実地
9月22日 水
研修1 【加工体験研修】
実地 地場産品を使った食品加工と貯蔵
研修2
10月9日 土

10月10日 日

10月11日 月

信州大学農学部 教授

1.5

小林 史麿

株式会社 産直市場グリーンファーム 会長
／長野県産直・直売連絡協議会会長

1.5

笹本 正治

信州大学 副学長／人文学部 教授

1.5

山本 活夫

たてしな自由農園代表

犬飼 浩一

生産者直売所アルプス市場代表／
長野県産直・直売連絡協議会理事

小室 博文

JAあづみ 営農経済事業部 生活課

小池 芳子

有限会社 小池手造り農産加工所 社長

小池 芳子

有限会社 小池手造り農産加工所 社長

犬飼 浩一

百瀬 正博

百瀬 正博

百瀬 正博

9.

食をとおした地域活性化(1)～連携における地域ポテ
ンシャルの把握と分析手法の紹介「SWOT分析」～

10.

食をとおした地域活性化(2)～国内の事例に見る農商
工等連携や６次産業化とSWOT視点による整理～

11.

農業ワンダーランドもくもくファームにおける農
商工連携の現状とブランド戦略１【現地視察】

木村 修

12.

農業ワンダーランドもくもくファームにおける農
商工連携の現状とブランド戦略２【現地視察】

〃

16.
12月2日 木

食品の機能性研究と農村振興
地産地消と地元の食文化
食を通じた地域振興
地域資源活用商品の食品衛生
（法律に基づく表示方法、等）
直売所を拠点とした農産物の販路拡大
【現地視察】

21.

3

食品需給研究センター 主席研究員

農事組合法人 もくもくファーム 社長・理事
〃

1.5
1.5
1.5

長野大学 環境ツーリズム学部 准教授

1.5

大日向 洋

長野県工業技術総合センター食品技術部門
加工食品部長

1.5

新井 正次

ららん藤岡 取締役専務

1.5
1.5

全国で実施されている農商工連携の意義と
大塚 洋一郎
役割、そして将来は！？
農商工連携による新商品開発
手法とツール
加藤 寛昭
直売所の強みを生かした訴求力のある
新商品開発 （RPG）
信州伝統野菜と地域振興

23.

地方の産直・直売所における都市部へ向け
赤羽 昭彦
たマーケット戦略

網掛けは実地研修を表す

3

中村 浩蔵

22.
1月27日 木

3

古田 睦美

18.

20.

生産者直売所アルプス市場代表／
長野県産直・直売連絡協議会理事
有限会社筑摩ストアー
生産者直売所アルプス市場 店長
生産者直売所アルプス市場代表／
長野県産直・直売連絡協議会理事
有限会社筑摩ストアー
生産者直売所アルプス市場 店長
生産者直売所アルプス市場代表／
長野県産直・直売連絡協議会理事
有限会社筑摩ストアー
生産者直売所アルプス市場 店長

信州大学 農学部 応用生命科学科 応用生物化学分野
准教授

ららん藤岡のマーケティング戦略

1月13日 木

1.5

1.5

「ながのブランド郷土食」科学技術を活用した地
天野 良彦
域の食品産業の発展と食品文化の構築

19.

2

1.5
長谷川 潤一

17.

12月16日 木

1.5

3

信州ディスティネーションキャンペーン
実地
および信州そば祭りと連携した
研修5
直売市の開催における実地研修

14.

2

3

犬飼 浩一

15.

36

加藤 光一

信州ディスティネーションキャンペーン
実地
および信州そば祭りと連携した
研修4
直売市の開催における実地研修

13.

※

1.5

犬飼 浩一

11月11日 木

時間数
（h）

師

信州大学 産学官連携推進本部
農商工連携コーディネーター

信州ディスティネーションキャンペーン
実地
および信州そば祭りと連携した
研修3
直売市の開催における実地研修

10月21日 木

11月25日 木

講

1.

8月26日 木

9月9日

H22～23年）

大井 美知男

信州大学 工学部 教授

1.5

NPO法人農商工連携サポートセンター 理事長

1.5
1.5

食と農研究所
3
信州大学農学部 教授

1.5

長野県農政部 農業政策課 農産物ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ室長

1.5

講義研修 合計 30 時間
ロールプレイグ研修 合計 6 時間
実地研修 合計 15 時間
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カリキュラムを構築した。

５．受講生とその属性
当初計画した30名の募集枠に対し、長野県

2012. 2

ターン希望者も少なくなかったことである。
応募者についても、ほぼ同じ比率であった。

６．結果のまとめ

内はもちろん、関東全域や、遠く島根県など

およそ二週に一度のペースで講義の日程を

からも多くの応募があり、あまりの反響の大

設定してカリキュラムを組み立てたが、毎回

きさに急遽40名に増枠し、受講生を受け入れ

の出席率は平均しても90％近くを維持し、募

た。受講生となった人の属性は、下のグラフ

集時の盛況さを保ったまま最終日を迎えた。

の通りで、生産者を含め直売所の運営に関わ

このことは、農産物の直売・加工事業への社

り、スキルアップを目指す人がおよそ半数、

会的関心の高さをうかがわせるものであり、

そのうち農業関係者で直売や加工との連携

受講生は皆最後まで熱心に受講した。

（いわゆる農商工連携や６次産業化など）で

また、グループワークやロールプレイング

新たな事業連携を目指す人が全体の３割を占

（RPG）研修、さらにはグループ毎に管理を

めた。その他、非農業で農業関連事業への進

任せた実地研修などの事業を通じて受講生の

出を目指す人や地域づくりに関わる人が約３

間の「絆」が深まり、自然と異業種間のネッ

割、残りは、行政や支援機関の職員・学生等

トワークが構築され、講義の日程を消化する

という比率であった。特筆すべきは、U・I

につれそのネットワークが強化されていった。

実習先の指導者と受講生

講義研修の様子
37

RPG研修の様子
（グループワーク）

実地研修の様子
（販売実習）

実地研修の様子
（加工実習）

修了証授与式１

研修事業が進むにつれ、事務局が研修準備の

修了証授与式２

に基づく事業計画の認定を受けた。

ために早く会場に到着すると、数名の受講生

計画は未利用資源の規格外卵や鶏肉を

がすでに集まっており、彼らの連携事業等に

活用し、マヨネーズや卵焼き、味付け肉

ついて打合せを行っていることも多くあった。

などの新商品を開発するというもの。付

結果として40名の受講生の内38名が全国中

加価値を付けた商品の販売で採卵養鶏農

小企業団体中央会の設定した規定をクリアー

業の６次産業化を達成し、経営強化を図

し、同団体が発行した修了証を受け取り、同

る計画。

時に同団体が管理運営を行う専用ホームペー
ジ「農商工連携Platz」の人材リストで全国
に紹介されている。

６.２．信州直売所学校をきっかけに、信州
に「Iターン」した人（２名）
・奈良県より、ふるさと協力隊員として

６.１． 農林水産省の事業認定を受けた受講
生
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県内の村役場にＩターン就職。特産品
開発や農産物の販路開拓に従事してい

長野県内の養鶏組合が、平成23年３月

る。信州大学農学部との共同研究や、

に農林水産省が募集した「６次産業化法」

商品開発に関わる各種補助金を複数獲

地域ブランド研究第７号

得するなど、中山間地域におけるコー
ディネーター的役割を担っている。
．30代の独身女性が京都府から千曲市へ

2012. 2

・農産物外商の拠点（市営）を整備する
店長候補生。
・既存加工所との連携を強め、NPOとし

Ｉターンした。叔母が取り組んできた

て「食農・食育活動」の展開に着手。

姨捨棚田の保全活動を手伝いながら就

・北信地域の食文化を継承する手造り加

農を目指している。現在は、県の農業

工所が販路の拡大を計画。新たなネッ

大学校で農業の基礎を学んでいる。

トワーク構築とその拡大に向け活動を
開始。

６.３．大学としての成果
．研修を通じ、研究者が行っている研究
内容や大学が取り組む活動を受講生に
知ってもらうきっかけを作った。

７．最後に
人材育成という事業の性質からすると、真
の意味での成果は５年、10年といった長期的

．本事業をきっかけに、信州大学工学部

スパンでの検証が必要であると考えるが、本

（物質工学科）で実施している「なが

事業をきっかけに多くの取り組みが始まって

のブランド郷土食」が社会人学生とし

いることは事実であり、こうした取り組みが

て修了生一名を受け入れた。

長野県内各地の中山間地において、地域振興

．農学部と近隣の中山間地域の町村によ

のカギを握るであろう年齢や活動の幅も違う

る共同研究がスタート。
「食の宝探しプ

多様なメンバーが、本事業を通じて実際に交

ロジェクト」としてフィールド調査を

流し、連携のネットワークを構築できたこと

実施し、伝統野菜の復活などの取り組

は、目で見ることはできないが、非常に重要

みが行われている。また、中山間地域

な成果であると言っても過言ではない。

に学生が入って行うフィールド調査で

この農商工連携等人材育成事業としての信

は、お年寄りや地域の方とのコミュニ

州直売所学校は、H23年度（第２期）で終了

ケーションが生まれ、地域振興にも寄

するが、産・学・官の連携によって構築され

与している。

たネットワークにより、利益第一主義ではな
く、「地域」の実状に合わせた直売所・加工

６.４．その他
．
「地産地消」の拠点となる町営の既存直

所の運営論を改めて考察する必要性を明確に
指し示したといえる。そして、この信州直売

売所において、店長として再雇用され、

所学校に参加した受講生たち自らが作り出し

現在拠点の改革に着手している。

たネットワークが、県内の直売・加工事業、

．先進的直売所の次期経営者としてスキ

農商工連携事業等に新たなインパクトを与え

ルアップを果たし、新規計画の策定を

ようとしており、彼らの今後の活躍に期待し

行った。

たい。

．集落で運営する直売所を発展させるた
め、直売所学校で築いたネットワーク
を活かし次期事業計画の策定を行った。
・自前の小さな直売・加工所での新商品
開発および販路拡大に着手。

【参考・引用先】
・全国中小企業団体中央会HP：
http://www.chuokai.or.jp/index.htm
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・農商工連携パークJ-Net21：
http://j-net21.smrj.go.jp/index.html

・農商工連携Platz：https://www.noushoukou-platz.jp/
・産直新聞：
http://www.j-sanchoku.net/

（受稿日

2011. 11. 30

掲載決定日

2011. 12. 19）

（ますやま・けんいちろう／信州大学産学官連携推進本部）
（けがさわ・あきひろ／産直新聞社）
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