
１．参加講座

（希望に〇）

第１回 会場参加
7/30（金）14：00～16：00

第１回 オンライン参加
（ZOOM)

第２回 ①に参加 8/12（木）14：00～15：30

第２回 ②に参加 8/12（木）19：00～20：30

第３回 ①に参加 8/27（金）14：00～15：30

第３回 ②に参加 8/27（金）19：00～20：30

２．お名前（必須）
参加者名1

参加者名2

３．事業者名

４．ご連絡先

（必須）

ご 住 所
〒

電 話 番 号

メールアドレス @
※オンライン（ＺＯＯＭ）で参加するために必要です。

５．経営面積
生産作目

経 営 面 積：（ ）ha

ハ ウ ス 等：（ ）a

〈生産作目（主なもの３つまで）〉
・
・
・

６．加工したい
農産物、
新商品案

〈 加 工 し た い 農 産 物 〉 〈新商品案（記入できる方のみ）〉

■６次産業化サポート事業に係る個人情報の取り扱いに関する重要事項
ご記入いただきました個人情報は、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）及び同法第8条の規定に基づく「農林水産分野にお
ける個人情報保護に関するガイドライン（平成27年7月1日農林水産省告示第1675号）」、岐阜県個人情報保護条例（平成10年岐阜県条例第21号
）、並びに岐阜県知事が取り扱う個人情報に関する岐阜県個人情報保護条例施行規則（平成11年岐阜県規則第8号）及び別記１に基づき、６次産
業化の推進に係る業務の運営管理のために利用いたします。
■ＯＫＢ総研における個人情報の取り扱いに関する重要事項
1.（名称）株式会社ＯＫＢ総研（連絡先）総務部長 TEL／0584-74-2611 2.ご記入いただきました個人情報は、株式会社ＯＫＢ総研の「個人情
報保護方針」
（http://www.okb-kri.jp/policy.html）および「個人情報の取り扱いについて」（http://www.okb-kri.jp/public.html）に従い適切に取り扱いま
す。 3.（個人情報の利用目的）本イベントに関する申し込みの受付とその業務の運営管理のために利用いたします。 4.お客様が本申し込みに必要な記載
事項の記載を希望しない場合、および本重要事項の内容の全部、または一部を承諾していただけない場合、本申し込みをお断りすることがあります。

【送付先】FAX：0584-74-2688 E-mail: m.ogawa@okb-kri.jp

岐阜県６次産業化サポートセンター（受託者：株式会社OKB総研） 小川 行

■私は、末尾記載の「個人情報の取扱に関する重要事項」の内容を了解のうえ、以下のとおり本イベントへの参加を
申し込みます。

【参 加 申 込 書】 申込期限：各開催日の１週間前

岐阜県
委託事業

参加無料

これから６次産業化に取り組みたいと考えている方、改めて６次産業化について理解を
深めたい方を対象に、６次産業化の基礎を身につける研修会を１年かけて開催します。
７回シリーズになっていますが、興味のあるテーマの参加だけでもＯＫです！

６次産業化スタートアップ研修

第１弾

募集チラシ

１年間受講で
６次産業化の

基礎が身に着く！

座学だけでなく
食品機械を使って
試作ができる！

６次産業化
プランナー中心に
実務経験豊富な
講師を招聘！

岐阜県６次産業化サポートセンター (受託者：株式会社OKB総研) 担当：小川
TEL：0584-74-2620 FAX：0584-74-2688 E-mail m.ogawa@okb-kri.jp

参加ご希望の方は、参加申込書に必要事項記入のうえ、お申込みください。

お問い合わせ・お申込み

＜スチームコンベクションオーブン＞
焼き菓子、ジャム、蒸し野菜など
幅広い商品の対応ができます

＜レトルト殺菌装置＞
カレーやスープはもちろん

お米を使っておかゆも作れます

＜ショックフリーザー＞
農林水産物や食品を

急速に冷却、冷凍できます

《試作で使用できる主な食品機械》

６次産業化に
興味のある

県内農林漁業者

参加対象者

（第1回～第3回分）

６次産業化とは

「農林漁業者自らが農林水産物の生産だけでなく、その加工、販売までを一体的に行うこと」です。
これまでの生産（1次産業）のみを行っていた農林漁業者が、加工（2次産業）し、さらには販売・
流通（3次産業）まで行うことで、農林水産物の付加価値を高め、所得（収入）の向上を目指す取り組み
です。

本研修
３つのおすすめ

ポイント

（７回シリーズ）

６次産業化スタートアップ研修

令和３年度



森 竜也 氏

岐阜県６次産業化プランナー

令和3年7月30日（金）

14:00～16:00
まずは６次産業化の基礎知識を学びます。
農業と加工・販売の両立、取り組みの手法に
ついて演習を交えて具体的にイメージします。

第1回 ６次産業化の基礎について

会場 サンレイラ岐阜 第１研修室

（岐阜市薮田東1-2-2）

もしくはオンライン（ZOOM）

現地、オンラインとも 30名定員

森 竜也 氏

岐阜県６次産業化プランナー

令和3年8月12日（木）

①14:00～15:30
②19:00～20:30

第2回 農林漁業者にぜひ知ってほしい
マーケティングの基本

会場 オンライン（ZOOM）

各回とも 30名定員

※マスクの着用をお願いします。
※駐車の際は会場南側駐車場をご利用ください。
※オンライン参加の際、インターネット接続に係る
通信料は受講者負担です。

６次産業化で苦労するのが実際に加工品を販売
して利益を上げる事。ターゲットの設定や商品
に適した価格、販路の設定などを習得します。

内田 伸二 氏

岐阜県６次産業化プランナー

令和3年8月27日（金）

①14:00～15:30
②19:00～20:30

会場 オンライン（ZOOM）

各回とも 30名定員

第3回 商品開発のポイントと
初心者でもわかる衛生管理

自身の農産物を使って加工品を作るためのポイ
ント及び６次産業化に取り組むうえで最低限必
要な衛生管理の基礎を学びます。

※1 第４回以降は、開催時期・内容等が変更となる場合があります。
※2 試作を行う関係上、定員に限りがあるため、同じカリキュラムを二日に分けて実施します。

また、午前と午後で試作内容や使用する食品加工機械が異なります。
申込の際は、午前・午後どちらかだけ参加、両方とも参加、いずれかを選択ください。

※3 会場参加もしくはオンライン（ZOOM）参加、どちらかを選択ください。
※4 試作内容は、事前に食品加工機械に詳しい６次産業化サポートセンタースタッフと打ち合わせして決定します。

いずれも詳細は、後日配布する「第２弾募集チラシ」をご確認ください。

※インターネット接続に係る通信料は受講者負担です。

令和３年度年間カリキュラム（第1回～第3回の詳細は右記参照）

開催時期 実施会場・受講方法 内 容 予定講師

第
１
回

7/30（金） サンレイラ岐阜第１研修室
もしくはオンライン（ZOOM）

６次産業化の基礎について 岐阜県６次産業化
プランナー

森竜也氏

第
２
回

8/12（木） オンライン（ZOOM） 農林漁業者にぜひ知ってほしい
マーケティングの基本

岐阜県６次産業化
プランナー

森竜也氏

第
３
回

8/27（金） オンライン（ZOOM） 商品開発のポイントと
初心者でもわかる衛生管理

岐阜県６次産業化
プランナー

内田伸二氏

第
４
回

10月上旬 ホシザキ東海 岐阜支店

テストキッチン
もしくはオンライン（ZOOM）

食品加工機械を実際に見てみよう！

ホシザキ東海のテストキッチンで食品加工
機械を使った実演を見学します。

「この機械を使って、こんな加工品を作って
みたい！」という具体的なイメージを掴み、
試作内容を明確化してみましょう。

ホシザキ東海
スタッフ

第
５
回

（1回目）

11月上旬

（2回目）

11月中旬

岐阜県食品科学研究所
（岐阜大学内）

食品加工機械で試作してみよう！
～午前：スチコン、ショックフリーザー編～

「煮る、焼く、蒸す」が１台でこなせるスチー
ムコンベクションオーブン（スチコン）は、作
れる加工品の幅も広く、鍋や釜を使うより大
量かつ衛生的に調理できます。また、急速
冷却できるショックフリーザーは、衛生的に
食品を取り扱うために重宝します。

ホシザキ東海
スタッフ、

６次産業化サポート
センタースタッフ

～午後：レトルト加工、缶詰加工編～

専用パウチ袋に具材を入れ真空包装機で
密封し、レトルト殺菌装置で高温・高圧処理
します。保存性が高まる一方、通常調理と
の味の変化に注意が必要です。その他、缶
詰機を使った試作もトライできます。

第
６
回

12月頃 オンライン（ZOOM） 食品表示の基礎知識

加工品の販売には、原材料名、賞味・消費
期限、アレルゲン、栄養成分など、法律上記
載が必要な内容が多岐に渡ります。

サンプルで依頼した検査機関での栄養成分
分析結果を利用しながら、加工食品の表示
に関する基礎を学びます。

岐阜県６次産業化
プランナー

第
７
回

1月下旬頃 岐阜市内会議室
もしくはオンライン（ZOOM）

ネット販売とSNSの活用方法

コロナ禍以降、非対面でビジネスを展開す
る重要度が高まっています。
ネット販売の基本、インスタグラムなどSNS
の種類や操作方法、具体的な商品のPR方
法などについて理解を深めます。

６次産業化
中央プランナー

第2回、第3回共に午後の部、夜の部の2部制！それぞれ内容は同じです。

６次産業化サポートセンターが過去に開催した研修受講生の声（一部抜粋）

• 思い付きで６次産業化を進めずに客観的、計画的に進める大切さを知った。
• なんとなく６次産業化をやってみようと思っていたので、目標をしっかりもって取り組みたい。
• マーケティングの基礎である顧客の分析、価格設定の話がとても参考になった。

• 家庭加工品では加工設備などで様々な制約があり、仮に商品が作れたとしても営業許可、衛生管理、
賞味期限などハードルの高さがわかった。

• わかりやすい講義と資料で良かった。資金繰りが厳しそうで、６次産業に取り組んで投資しても、はた
して回収できるか考えてしまう。慎重に判断したい。

※1

※1

※1

※インターネット接続に係る通信料は受講者負担です。

※3

※3

※3

※4

※1

※2

※2


