沖縄県農林水産部流通 ・ 加工推進課委託事業
平成３０年度 「６次産業化人材育成活性化事業」

FR

沖縄県

EE

SEMINAR

料

参加無

FR

EE

SEMINAR

参加対象者
沖縄県内の農林漁業者等

7.09 石垣 7.10 那覇 7.11 宮古
月曜日

14:30 - 19:00

石垣市商工会館研修室

火曜日

13:30 - 18:00

水曜日

沖縄県市町村自治会館 第４会議室

13:00 - 17:00

宮古合同庁舎 ２階会議室

全国の６次化のトレンドや事例紹介、実践者による講演も開催！
６次化の取組みを支援する沖縄県の事業も紹介！
沖縄県では、 今年度から６次産業化の取り組みを支援する新たな事業 「６次産業化人材育成活性化事業 ※1」 （以下、 「本事業」
という） を開始します。 その一環として、県内の農林漁業者の皆様が、自ら商品開発等に取り組むきっかけとなることをねらい、
那覇市、 石垣市、 宮古島市で 「６次産業化人材育成活性化セミナー」 を開催いたします。
※1） ６次産業化人材育成活性化事業
本事業は、、 加工品開発等に取り組む農林漁業者等を対象とした研修や商品ＰＲの場の提供などにより、 個々の取り組みを総合的にサポートするものです。
事業へのエントリーは 7 月 31 日までです。 興味のある方は、 事務局までお問合せください。

講師

講師

ものプランおきなわ 代表
沖縄物産コーディネーター

池村 博隆

大野農園株式会社 代表取締役
（福島県石川町）

氏

HIROTAKA IKEMURA

大野 栄峰

氏

YOSHITAKA OONO

「銀座わしたショップ」 の立上に参画。 08 年より独立行政法人 中小企業基盤整備機

東日本大震災をきっかけに、 ファッション関係の仕事から家業である農業に転職。 2012

構沖縄事務所プロジェクトマネージャー。 沖縄県商工会連合会では販促開拓支援コー

年 5 月、後継と同時に 「大野農園株式会社」 を法人設立。 大野農園では、りんご、もも、

ディネーターとして沖縄本島 ・ 離島を巡回し、 商品開発 ・ 販路開拓を行う。 また平

なしなどの果実の生産販売に加え、 果実の味を活かしたお菓子や加工品の製造、 農地

成 29 年度 「おきなわオンリーワン加工品開発支援講座」 にもコーディネーターとして

を利用したイベントの開催、 福島の食材をふんだんにのせたピザを販売するキッチンカー

参画。 平成 30 年度 「６次産業化人材育成活性化事業」 総合プロデューサーに就任。

事業など、 モノづくりに 「表現」 と 「楽しさ」 を加える新しい農業のカタチを進めている。

応募
方法

本チラシ裏面の 「参加申込書」 をご記入の上、
右記のメールアドレスまたは FAX 番号まで各
会場、 説明会の前日までに送付ください。

E-mail：oki6@rpi.co.jp
FAX：03-5212-3414 ※前日締切

６次産業化人材育成活性化セミナープログラム

7.09 石垣 7.10 那覇

7.11 宮古

石垣１４ ： ３０～／那覇１３ ： ３０～

１３ ： ００～

● イントロダクション

● イントロダクション

「６次産業化のトレンド」

「６次産業化のトレンド」

講師 ： 奥野俊志 （株式会社アール ・ ピー ・ アイ）

講師 ： 奥野俊志 （株式会社アール ・ ピー ・ アイ）

● 基調講演

● 基調講演

「６次産業化実践者に学ぶ 『地域資源を活用した商品作り』」

「地域資源を活用した商品作り」

講師 ： 大野栄峰氏 （大野農園株式会社、 福島県）

講師 ： 池村博隆氏 （ものプランおきなわ代表）

● 事業説明

● 事業説明

「６次産業化人材育成活性化事業」 など

「６次産業化人材育成活性化事業」 など

● 個別相談 （希望者のみ） 石垣１７ ： ００～／那覇１６ ： ００～

● 個別相談 （希望者のみ） １５ ： ３０～

1 相談 30 分程度 （希望人数により調整）

1 相談 30 分程度 （希望人数により調整）

【６次産業化人材育成活性化セミナーの内容】
６次産業化のトレンド （全国事例より）

６次産業化人材育成活性化事業補助金について （補助事業の紹介）

全国の６次産業化の動向、 成功事例から６次産業化の可能性について説明します。

商品開発、 市場調査、 販路開拓等に活用できる補助金についてご説明します。

実践者から学ぶ６次産業化 （事業推進のメリット、 秘訣など）

６次産業化サポートセンター事業について

実践者をお呼びし、 事業推進のポイント、 秘訣などをお話しいただきます

農林漁業者による６次産業化の取り組みに対する総合的なサポートについてご説明します。

※宮古会場は 「地域資源を活用した商品づくり」 になります

商品開発等に関する個別相談会

６次産業化人材育成活性化事業について （支援事業の紹介）

商品開発でお悩みの方を対象に相談会を開催します。

自ら栽培 （育成） する農林水産物の商品開発に取り組んでいる、 取り組もうとして
いる方を支援する制度についてご説明します。

参加申込書

下記の項目をご記入の上、 FAX または E-mail にて送付ください。

●参加する説明会と個別相談の有無を☑してください。

7月9 日 （月） 石垣会場
個別相談を希望しますか。
相談内容を教えてください。

7月10 日 （火） 那覇会場
希望する

7月11 日 （水） 宮古会場

希望しない

商品のブラッシュアップ

新商品の開発

６次産業化の認定

その他 （具体的に ：

）

●担当者情報と参加人数をご記入ください。
正式名称でご記入ください。

事業者名
フリガナ

部署

ご担当者名

役職名
市町村

住所
緊急連絡先
（携帯電話等）

参加人数

名 （担当者含む）

E-mail

【個人情報保護】 お預かりした個人情報は６次産業化人材育成活性化事業の説明会に関する連絡のみに使用します。 本人の承諾なしに第三者 （本事業の委
託先を除く） に提供することはありません。 （ただし、 法令等により提供を求められた場合を除きます）

お問合せ

６次産業化人材育成活性化事業事務局 （担当 ： 矢野 ・ 堀内 １０ ： ００～１８ ： ００）
所在地 ：〒１０１-００５１ 東京都千代田区神田神保町２丁目３８番いちご九段ビル３階
ＴＥＬ.０３-５２１２-３４１１ ＦＡＸ.０３-５２１２-３４１４ Ｅ-ｍａｉｌ.ｏｋｉ６＠ｒｐｉ.ｃｏ.ｊｐ

