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Ⅰ．計画の概要
■プログラム名：地域再生人材創出拠点の形成（事後評価）
■課題名：東三河ＩＴ食農先導士養成拠点の形成
■機関名：国立大学法人豊橋技術科学大学
■代表者名（役職）：榊

佳 之（学長）

■連携自治体：愛知県，豊橋市，豊川市，蒲郡市，新城市，田原市
■実施期間：５年間
■実施経費：総額 238.6 百万円（間接経費・環境改善費込み）
１． プロジェクト概要
○課題概要
（１）地域の現状と地域再生に向けた取組状況
愛知県東三河地域は日本トップレベルの農業地帯であるが、近年、輸入増大、高齢化、資材費、光
熱費の高騰、異常気象の影響で農業生産額の停滞、後継者不足、遊休農地の拡大が進行している。
愛知県ではＩＴ、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーを基盤に「愛知県産業創造計画」を、本大学ではＩ
Ｔ融合型食農産業推進のために「先端農業・バイオリサーチセンター」を、また、東三河地域では「ＩＴ農
業研究会」、「食農産業クラスター推進協議会」などを設置し、地域再生に取り組んでいる。
（２）地域再生人材創出構想
生産時期や収量、品質が環境要因に左右される食農産業を安定化させるために、最先端のＩＴ技術を
導入し、システマティックな工学的技術と思考力、環境即応型の農学的技術と思考力を有する「ＩＴ食農
先導士」を養成する。修業年限2年、１期25人で、先端基礎農学、ＩＴ生産管理技術、ＩＴ経営管理技術、
最先端施設での実務訓練を修得した者に「ＩＴ食農先導士」の称号を与え、「東三河ＩＴ食農先導士」ネット
ワークを結成し、食農産業の活性化を通して地域再生に取り組む。
（３）自治体との連携・地域再生の観点
本学は愛知県と包括的連携協定を結び「次世代モノ作り技術の創造発信拠点」の整備を行っている。
また地域連携室やテクノスＵ、地域協働まちづくりセンター、先端農業・バイオリサーチセンターを開設し、
自治体と地域連携事業を展開している。本地域は我が国有数の先進的農業地帯であるが、近年農業生
産額が停滞し、食農産業の再生が切望されている。これらを踏まえ、本学は近年の停滞する食農産業の
振興のために「食農産業クラスター推進協議会」や「ＩＴ農業研究会」の結成に中核的役割を果たすと共に、
文科省都市エリア産官学連携促進事業を受託し、センシング技術開発を中心とするＩＴと農業の融合研究
を展開している。本事業ではこれらの実績を踏まえ、愛知県の地域再生計画に基づき、「東三河ＩＴ食農先
導士養成拠点の形成」を行う。
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○実施体制
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外部評価委員会

運営管理委員会

豊橋技科大先端農業ﾊﾞｲｵﾘｻｰﾁｾﾝ
豊橋技科大先端農業ﾊﾞｲｵﾘｻｰﾁｾﾝ
ﾀｰ
ﾀｰ
企画広報委員会
講師派遣・事業協力団体
受講生派遣・受入団体
基礎先端農学コース
豊橋技術科学大学
愛知教育大学
（教室講義）
愛知教育大学教員養成課程
(株)とよはしTLO
一般農業者・市民
農業協同組合
農産物生産部会
食品・その他産業界
東三河地域自治体

東三河IT食農先導士
ネットワーク

IT生産管理コース
IT経営管理コース
（e-learning）
IT実務訓練コース
（生産現場実習）

農業環境技術研究所
IT農業研究会
(株)ｻｲｴﾝｽ・ｸﾘｴｲﾄ
JA愛知経済連ＳＣ
(株)イシグロ農材
愛知農総試
東三河農業研究所

IT食農先導士
（単位認定）

IT食農先導士ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

東三河IT食農先導士養成拠点
協力連携
地域信用金庫、東海農政局、愛知県、食農産業界、JA愛知経済連

地域自治体(豊橋市、田原市、豊川市、新城市、蒲郡市)、豊川宝飯地区農政企画協議会

○実施内容

TUT

実施内容ー東三河IT食農先導士養成拠点の形成

●目的：環境要因に左右される食農産業を安定化させるために、最先端IT技術を導入し、シス
●目的：環境要因に左右される食農産業を安定化させるために、最先端IT技術を導入し、シス
テマティックな工学的技術と思考力、環境に即応できる農学的技術と思考力を有する「IT食農
テマティックな工学的技術と思考力、環境に即応できる農学的技術と思考力を有する「IT食農
先導士」を養成
先導士」を養成
●修業年限：2年、1期25人／4期合計100人
●修業年限：2年、1期25人／4期合計100人
●コースおよびカリキュラム概要
◆先端基礎農学コース（ ６単位）：教室講義
土壌植物栄養学 植物保護学 資源植物学 資源動物学 農業統計学 農業経営学
◆IT生産管理コース（６単位）： E-Learning
IT生産環境モニタリング(スマートセンシング）IT精密農業(GPS,GIS）
バイオテクノロジー(ゲノム科学）バイオマス利活用(コンポスト、エネルギー）
土壌・作物栄養診断（ＩＴモニタリング） IT管理施設園芸（花卉,野菜,果菜）
◆IT経営管理コース（６単位）：E-Learning
IT情報管理（コンピュータ管理、セキュリティ）総合環境影響評価(LCA) 、地域再生法
食農リスク管理(GAP,ISO,HACCAP) IT-Marketing(Brand-design)
知的財産情報管理 (特許、種苗登録）
◆IT実務訓練コース（4単位）：先端的IT生産施設
単位修得者
「IT食農先導士」

東三河IT食農先導士ネットワーク

IT食農先導士サポートセンター

自然と共生する健康で豊かな地域社会の構築
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○ミッションステートメント
（１）地域再生人材創出構想の概要
愛知県東三河地域は豊橋、田原を中心として農業総生産額が1674 億円にも及ぶ全国トップレベルの
先進的農業地帯である。しかしながら近年安い外国農産物の輸入増大、施設光熱費、資材費の高騰、
農業従事者の高齢化、異常気象などの影響を受け、農業生産額の低迷、遊休農地の拡大が進んでいる。
本地域の再生、活性化を行うには基幹産業の農業および関連産業（食農産業）の競争力を高め、環境
と調和した地域社会を造ることである。農業生産を安定させ、食農産業に競争力を高めるには先端的ＩＴ
を組み入れた生産管理技術と経営管理技術を導入することが重要である。
豊橋技術科学大学は技術を科学するという建学理念のものとに、ＩＴ、センシング、ナノテクノロジー、バ
イオテクノロジーなどにおいて世界的レベルの実用研究を行っている。これらの優れた成果を農業に移
転し、地域貢献をすべく、工農連携を推進する先端農業・バイオリサーチセンターを開設した。この組織
が中心となって、地域の自治体、産業界と連携し「ＩＴ食農先導士養成拠点の形成」を行うものである。
この人材の養成によって生産環境の不安定な農業および関連産業が活性化し、ＩＴ最先端技術を用い
た世界レベルの攻めの食農産業拠点が形成される。またこのＩＴ食農産業モデル（東三河モデル）を普及
させれば、低迷する我が国農業の振興にも大きく貢献することが期待される。
（２）３年目における具体的な目標
全コースを修了し「ＩＴ食農先導士」の認定を受けた受講者は先端的基礎農学を習得し、その知識の上
に最先端のＩＴ生産管理技術とＩＴ経営管理技術を習得し、また最先端栽培施設で現場実務訓練を経験
したことによって、システマティックな工学的技術と思考力、ファジーな現場に対応できる農学的技術と思
考力を獲得し,世界レベルの攻めの食農産業を行うレベルに達する。そしてそれぞれの職場（自営を含
む）に復帰し、あるいは新規食農産業参入者、または食育のできる教師として東三河の地域再生、活性
化に向かってそれぞれの地域の中核として第1 歩を踏み出している。
この資格獲得のみに専念すれば1 年でも修了は可能であるが受講者はそれぞれ仕事あるいは学業を
持っているので標準的修了年数は2 年と考えている。3 年後には1、２回生が既に修了しているので、一
期25 人の募集人数とすると50 人の「ＩＴ食農先導士」が誕生することになる。また,東三河ＩＴ食農先導士
ネットワークを結成し、情報交換と日日進歩するＩＴ技術について、豊橋技術科学大学「ＩＴ食農先導士サ
ポートセンター」から定期的に最新のＩＴや食農情勢について指導、助言を受けながら東三河ＩＴ食農産
業拠点の基礎を築くことになる。
（３）実施期間終了後の取組
人材養成対象者の到達レベルは基本的には、3 年目と同じであるが、ＩＴ技術の進歩、カリキュラムの
修正によって、1 期生の修了時よりはさらに高いレベルのＩＴ食農先導士が誕生している。平均的修業年
数を2 年とすれば４期生まで修了している。それ故、プロジェクト終了時の修了生は25 人×4 回で100
人となる。またこのプロジェクト終了後も何らかの形で「ＩＴ食農先導士」の養成を継続する予定である（例
えば学長の強いリーダーシップで産業界や自治体などの資金援助を受けてＮＰＯ法人化する）。また修
了生には「東三河ＩＴ食農先導士ネットワーク」に自動的に入会していただき、豊橋技術科学大学「ＩＴ食
農先導士サポートセンター」から定期的に最新のＩＴや食農情勢について指導、助言を受ける。プロジェク
ト終了時には、第１期生は終了後３年が経過し、それぞれの勤務地のＩＴ食農産業の若手リーダーとして
活躍し、東三河ＩＴ食農産業拠点が形成される。
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（４）期待される波及効果
これまで生産量や生産時期、品質が不安定であった食農産業は、ＩＴ化し、工学的技術で生産環境を
制御し、かつ経営を効率化することによって相対的に安定化する。
そのことによってＩＴ食農産業は収益増、就業者増が期待され、地域の食農産業や地域社会の再生、
活性化に大きく貢献し波及効果も大きい。
ＩＴ食農先導士の活躍を通じてＩＴ食農産業の「東三河モデル」を完成させ、東三河と同様な問題を抱え
ている我が国各地域へと波及させる。そのことによって我が国農業は攻めの農業となり、国際競争力に打
ち勝ち、自給率の向上、遊休農地の解消、農業農村の多面的機能の維持保全、地域循環環境保全型
農業が定着する。それ故、他の地域の人材養成機関、地域活性化に及ぼす波及効果は極めて大きいも
のと考える。
２．採択時コメント
農業地域にＩＴを導入して国際競争力を高めることを目的とした人材養成の試みはユニークである。提
案内容は、地域のニーズと提案機関の持つ知の組み合わせによって構成されており、説得力がある。
なお、実施にあたっては、以下の点に留意されることを期待する。
１）e ラーニングの質を高めるとともに質を担保するための体制づくり。
２）生産物のマーケッティング戦略に関する充実したカリキュラムの策定。
３）「農」に加えて、「食」へのＩＴ導入による技術/経営管理に関わる人材養成の充実。
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Ⅱ．成果の概要
１． 目標に対する達成度
本プロジェクトは、養成期間を 2 年一期 25 名定員とし、事業開始から 5 年後の実施期間終了時点に
おける目標養成人数は 100 名とした。この 5 年間の応募者は 143 名であり、書類選考により 121 名を受
講生として受け入れた。そして修了生は目標の 100 名、修学率は 83％であった。一般的に e-ラーニン
グの修学率は 30％といわれる中、本プロジェクト 5 年間の平均修学率 83％は画期的な成果であり、中
間評価時にも高い評価を得ている。
なお、実施期間終了後もＩＴ食農先導士養成継続を期待する地域の要望に応え、平成 24 年度にはＩＴ
食農先導士 5 期生 20 名を受け入れ､また､本事業の発展的継続事業である「最先端植物工場マネージ
ャー育成プログラムの開発及び実施」事業を開始し､1 期生 13 名を受け入れた。
平成 22 年 3 月に IT 食農先導士が誕生したことに伴い、修了生による「東三河 IT 食農先導士ネットワ
ーク」が結成された。これを受け、修了生およびこの組織を支援するために、平成 22 年 4 月に学内に専
用の部屋を確保して「IT 食農先導士サポートセンター」を設置した。「東三河ＩＴ食農先導士ネットワーク」
は、毎年「シンポジウムとアグリフェア」を開催し、本事業終了時には修了生が主体的に企画・運営する組
織に成長している。「ＩＴ食農先導士サポートセンター」は、専用の部屋を有することで、修了生・受講生が
いつでも訪問し情報収集が可能な環境を整え、また、受講期間中からプログラム修了後も、先導士便り
（隔月発行）やＩＴアグリ通信（毎週配信）を通じて最新の農業やＩＴ情報を提供すると共に、生産現場での
技術相談などを行っている。さらに、修了生の 6 次産業化を推進するために、農林水産省の委託事業「6
次産業化推進人材育成事業（平成 24，25 年度）」を実施している。
なお、本事業の独創的成果を維持するために「ＩＴ食農先導士」の名称を、また修了生の開発した優秀
な製品を普及するために「ＩＴ先導士のロゴマーク」を作成し、商標登録した。
２．人材養成手法の妥当性
我国の農業は、生産性に劣ると共に、経験と勘を重視してきたため、若者や異分野からの農業参入が
難しく、後継者不足が課題とされている。その中で、情報技術を重要視する新農業（ＩＴ農業）の創出を目
的とした人材育成の必要性が求められてきたが、農業分野でのＩＴに対する対応は十分ではなかった。一
方、東三河地域はわが国を代表する先進的農業地帯であるが、平成 7 年度を境に農業生産額は低迷し
ている。そこで、これまでの勘と経験主体の農業にＩＴ技術を採りいれるべく、2001 年には「ＩＴ農業研究
会」が設立された。このような背景を踏まえ、また更なる地域の要請に応えるために、本プロジェクトでは、
工学系大学の特長を生かし、各種センサー類やデーターマイニング、技術のシステム化などを導入し、
生産から流通、加工、販売までの過程にＩＴ情報を活用できる、「東三河ＩＴ食農先導士養成拠点の形成」
を図った。本プロジェクトは、農業の効率化、農商工連携・６次産業化の推進を志向した、我国で初めて
の「ＩＴ融合型農業実践人材養成」事業である。
養成手法としては、受講生が本業に支障を来さず、自宅で学習できる e-ラーニングを主体とし､教室講
義や施設見学、実務訓練は土曜日を中心に開講した。また､e-ラーニングに先駆けて教室講義などを行
うことにより､受講生同士の連帯感も生まれ､その結果、一般に 30％程度と低い e-ラーニングの修学率は、
5 年間の平均で 83％と極めて高い数字を得、また修了生の 94％が地域に定着､ネットワーク形成につ
ながった。なお、平成 21 年度から本カリキュラムを豊橋技術科学大学の正課の学生にも公開している。
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被養成者の成績評価については、教室講義「先端基礎農学コース」（6 単位）、e-ラーニング講義「IT
生産管理コース」および「IT 経営管理コース」（各 6 単位）ではレポートの提出を課し、講義の理解度、知
識の修得状況を 4 段階：A(>80)、B(70-80)、C(70-60)、D(<60)で評価、C 以上を合格とした。また、実習
「IT 実務訓練コース」（4 単位）では、実務訓練先の勤務・実習評価と実務訓練発表会での口頭発表・質
疑応答を合わせて、前記のように 4 段階で評価した。そして、全コースの 22 単位を修得した者に「IT 食
農先導士」の称号を授与した。平成 24 年度末までに、目標数を達成する 100 名に「IT 食農先導士」の
称号が授与された（修学率 83％）。
人材養成システムの改善については、被養成者の評価を反映させるために、受講生、修了生による事
業評価を IT 食農先導士ネットワーク」の Web 上を通じて行い、また、平成 22 年 6 月に修了生による授
業評価を実施した。その結果出てきたニーズには、講義内容の補充、実務訓練先の増加、植物工場施
設の新設などによって対応した。特に、インテリジェントグリーンハウス（太陽光型植物工場）と人工光型
植物工場の２種類の植物工場設置により、学内での実務訓練が充実し、植物工場への展開を図る地域
の動きに対応した最先端の農業技術取得を可能とした。また e-ラーニング受講期間中の自主ゼミ開催の
希望に対し、月１回の開催を支援した。さらに、ＩＴ農業やシステム学習、e-ラーニングの専門家からなる
外部評価委員会からは、e-ラーニングの修学率の高さや本養成プログラムの地域貢献度が高く評価され、
このような養成事業の継続や養成者に対するサポート体制の重要性が指摘された。
３．実施体制・自治体等との連携
事業実施にあたり､事業の方針や内容を検討・決定する運営管理委員会（年２回）、受講生の修了認定
を行う資格認定委員会（年１回）､事業の評価を行う外部評価委員会（中間時）を開催し､また､実務担当
者が中心となって企画広報委員会（毎月）、実務者会議（毎週）行うことで､円滑な事業推進を図った。さら
に、受講生・修了生への情報提供や営農支援として「IT 食農先導士便り」（隔月）の発行や「ＩＴアグリ通
信」（毎週）の配信を行うため編集会議を行った。また､地域５信用金庫との実務担当者会議を開催し、農
商工連携、６次産業化、資金的援助に関して情報交換を行うことで、修了生の新規就農や営農、起業の
際の具体的な支援につながっている。
各自治体は、運営管理委員会の構成員であり、受講生募集、シンポジウムや催し物の情宣活動等の一
部を担った。また 6 次産業化のためのマッチングの機会は、食農産業クラスター推進協議会や地域企業
との連携で行っている。更に、地域５信用金庫は、本事業実施母体である先端農業・バイオリサーチセン
ターに寄附講座を設置し、本プロジェクトの推進リーダー（特任教授）の雇用を負担しており、本プロジェ
クトの運営に資金的に大きな貢献をしている。
４．人材養成ユニットの有効性
養成プログラム修了者が地域で活躍するために、修了生支援として「IT 食農先導士サポートセンター」
を設置し､また､修了生のスキルアップのために「６次産業化推進人材育成事業」を実施した。修了生は
「東三河 IT 食農先導士ネットワーク」を形成し､「シンポジウムとアグリフェア」を定期的に開催するともに、
修了生が開発した商品の販売や営農相談のための NPO 法人「FARMIST」を立ち上げた。
また、本事業は「IT 食農先導士」の養成のみにとどまらず、地域の農業のＩＴ化を促進するための「知の
拠点」としての役割を果たし、本事業の後継となる「最先端植物工場マネージャー育成プログラムの開発
及び実施」事業をはじめ５つの人材育成事業や、東三河地域の活性化のための最先端ＩＴ農業としての５
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つの植物工場の新設、植物工場研究開発拠点の形成ための３つの研究会の立ち上げにつながった。ま
た本事業の実施体制や人材養成の進め方に関して、農林水産省やＪＡ全農、ＪＡ金沢青年部会、袋井商
工会議所などの訪問調査があり、有効な地域人材養成のモデルとして注目されつつある。さらに、本事
業は農林水産省と経済産業省が平成 24 年度から進めているＩＴ農業推進の先鞭となっている。
事業の諸活動を広く伝えるために、プレス発表の他に、平成 24 年 3 月までに、毎週配信の「ＩＴアグリ
通信」合計 131 回、隔月発行の「IT 食農先導士便り」27 号、毎年刊行の「東三河 IT 食農先導士養成拠
点の形成事業報告書」5 冊を通じて､また、受講生募集、シンポジウム開催、アグリフェア、開講式、修了
式などの行事ごとに、先端農業・バイオリサーチセンターのホームページやマスメディア、地域自治体の
広報誌などを通じて情報を発信した。
５．継続性・発展性の見通し
本事業実施母体である先端農業・バイオリサーチセンターは、平成 24 年度から本学の社会連携推進
本部のもとで社会貢献事業に取り組み、IT と農業の融合研究と人材養成を推進している。特に、本事業
は本学の主たる地域貢献事業の一つとして位置づけられ、内容・手法ともに人材育成事業の成功例とし
て認識されている。また発展的後継事業として、文部科学省の地域イノベーション事業「最先端植物工場
マネージャーの育成プログラムの開発及び実施」（平成 24－28 年度）が採択された。この事業は本事業
の教材を活かしてより発展させたプログラムで、外部環境を考慮した統合環境制御が可能な最先端の園
芸施設である最先端植物工場を管理・経営することができる最先端植物工場マネージャーの育成を行う。
修了生は「ＩＴ食農先導士」と「植物工場管理経営士」の２つの称号を授与されることになり、「ＩＴ食農先導
士」の養成は実質的に継続することになった。
さらに、先端的ＩＴ農業である植物工場に関する研究、教育を行う人材育成を、本学の平成 26 年度概
算要求事項として検討中である。また資金的には上記発展的継続事業で外部資金を獲得すると共に、
実務担当責任者である先端農業・バイオリサーチセンター特任教授の雇用は地域５信用金庫の支援によ
り継続した。
６．採択時コメントへの対応
１）e-ラーニングの質を高めるとともに質を担保するための体制づくり
教材の作成は、e-ラーニングの作成経験のある助教２名を採用し、学内外の専門家と、学内の専門機
関である本学情報メディア基盤センターの全面的協力を得て行った。また、IT 技術の進歩、農業情勢の
変化に逐次対応し、教材の修正・改善に努めた。
２）生産物のマーケティング戦略に関する充実したカリキュラムの策定
生産物のマーケティング戦略は、経営コンサルタントの日野眞明（㈱モア経営研究所）や地域の農商
工連携コーディネーター中野和久（㈱サイエンス・クリエイト）、実践的企業の山本英治（イシグロ農材㈱）
や弁理士の井川浩文の各氏が担当し、カリキュラムの充実に努めた。
３）「農」に加えて、「食」へのＩＴ導入による技術/経営管理にかかわる人材養成の充実
本プロジェクトでは、単なる農作物の生産だけでなく、加工食品化、流通、販売までを教授し、「農」に
加えて、「食」へのＩＴ導入による技術/経営管理にかかわる人材養成を行った。また、修了生のスキルアッ
プとして農林水産省の「6 次産業化推進人材育成事業（平成 24、25 年度）」を実施している。
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７．中間評価への対応
（１）地域を挙げたブランド化やマーケティングへの取組の強化
修了生主体の「シンポジウムとアグリフェア」を毎年開催し、修了生に農作物の加工化を奨励した。開
発商品に対する「ロゴマーク」を作成、商標登録し、更に販売組織とNPO法人「FARMIST」を立ち上げた。
（２）IT 食農先導士の知識や経験の地域活性化への活用と幅広い認知
修了生は「東三河ＩＴ食農先導士ネットワーク」を組織し、各種イベントへの参加や地域ＩＴ農業の推進、
農業生産法人の立ち上げ等を通じ､地域活性化と認知を深め、頻繁にマスメディアでも報道された。
（３）東三河モデルとしての全国的普及を期待
普及活動として、ホームぺージや農林水産省のアグリフェア、イノベーション・ジャパン、大学見本市、
食農産業クラスター推進協議会等での展示発表を行うとともに JA 全農、ＪＡ金沢青年部会、静岡大学、
農林水産省（霞が関）、袋井市や浜松市商工会などの各種視察を積極的に受け入れている。
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Ⅲ．所要経費

（単位：百万円）
２０年度

１．人件費
（１）特任助教

２４年度

24.3

21.0

23.1

7.0

10.9

8.3

11.5

11.2

（3 名）
（事務補佐員他）

２３年度

24.7
（2 名）

10.9

（３）補助者

２２年度

21.1
（2 名）

（２）研究員

２１年度

9.8

（2 名）

10.6

（2 名）

3.2
（2 名）

（2 名）
（２名）

4.0

2.0

（2 名）

（４名）

（４）非常勤講師

２．備品、試作品費等

4.7

4.6

（１）教育環境の整備

3.5

4.6

（２）研究環境の整備

1.2

３．消耗品等

8.5

4.4

４．旅費

0.6

（１）国内旅費

0.6

5.2
（1 名）

3.9
（４名）

0.3
（3 名）

（2 名）

15.3
（1 名）

6.4
（4 名）

0.3
（3 名）

0.0

0.3
（3 名）

8.1

8.6

8.1

8.6

7.5

8.7

6.4

1.1

1.7

1.5

1.5

1.1

1.1

0.9

0.7

0.6

0.6

0.7

（２）外国旅費

備考

（３）外国人招聘旅費
５．その他

3.3

3.7

4.2

5.9

5.4

（１）諸謝金

0.6

1.0

0.8

0.6

0.5

（２）会議開催費

0.1

0.0

0.0

0.0

0.1

（３）借損料

0.8

1.2

0.9

1.4

0.9

（４）印刷製本費

0.7

1.2

0.8

1.1

0.7

（５）雑役務

0.1

0.2

1.6

2.7

3.1

（７）通信運搬費

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

（８）消費税相当額

1.0
11.5

11.2
0.1

0.2

（６）支援組織活動費

６．間接経費

11.5

７．環境改善費
計

49.7

50.0

48.5

45.3

45.1 総計
238.6

（内、自己資金）

補助対象外経費

（

0.0）
0.0

（

0.0）

（

0.0

0.1）
0.0

（

0.9）

（

0.0

0.6）

（

1.7）

0.0 総計

0.0

注：人件費は、委託者及び補助金により人件費を支出している本人材養成業務に従事する者を職階（教
授、准教授、主任研究員、研究補助員等）に分けて、年度毎に従事人数とともに記載
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Ⅳ．成果の詳細
１．目標に対する達成度
（１）養成人数の目標と実績
養成修了者数

人材養成のカテゴリー
（コース等）

実績

目標

IT 食農先導士養成プログラム

１００人

１００人

合 計

１００人

１００人

※「実績」は、実施期間終了時点で既に修了している養成修了者数（予定は含まない）
各年度の募集人は 25 名であったがそれぞれの応募、履修状況の詳細は次表のとおりである。
応募者

受講生

修了生

修学率

１期生

４５名

３０名

２７名

９０％

２期生

３５名

３０名

２６名

８７％

３期生

３６名

３２名

２３名

７２％

４期生

３２名

２９名

２４名

８３％

合 計

１４３名

１２１名

１００名

８３％

備

考

受講生うち２名は豊橋市からの受入養成

5 年間のプロジェクトを修了し、応募者 143 名、 受講生 12１名、修了生 100 名となり、修学率は
83％ を記録した。これは一般的 e-ラーニングの修学率 30％をはるかに超えるものであり、中間評価に
おいても高い評価を得た。
なお、5 年間で 21 名の未履修者が出たが、その詳細は、リーマンショックによる経済的困難者 1 名、
外国への転勤者 2 名、国内遠隔地への転勤者４名、病気、高齢での辞退者 3 名、家業等の都合での辞
退者 4 名、留年履修者 4 名、音信不通者 3 名である。留年履修者 4 名については、5 期生と一緒に修
了できるように、助言、支援を継続する。
（２）養成人数以外（拠点形成）の目標と実績
平成 22 年 3 月に 1 期生 27 名が修了し、「IT 食農先導士」が誕生したことに伴い、修了生による「東
三河 IT 食農先導士ネットワーク」が結成された。平成 22 年 4 月には学内に修了生、受講生を支援する
ために「IT 食農先導士サポートセンター」を設置した。IT 食農先導士サポートセンターには、パソコン 2
台と農業、IT 関係の書籍、雑誌、新聞等を整備し、修了生、受講生がいつでも情報収集可能な環境とし
た。また，最新の IT や食農情勢に関する情報を「IT アグリ通信」として、毎週受講生・修了生に向け発信
している。さらに、修了生の営農を支援できるように、愛知県および豊橋市、田原市、豊川市、新城市、蒲
郡市との連携を一層強化すると共に、資金的協力関係を円滑にするために、東三河および隣接する 5
信用金庫（岡崎、蒲郡、豊川、豊橋、浜松）との間に実務担当者会議を発足させた。また、受講生の実務
訓練を充実させるために、学内に小規模ながら最先端設備のインテリジェントグリーンハウス（太陽光型
植物工場）とイシグロ式人工光型植物工場の設置と 60 種を超える農作物見本園の造成を行った。インテ
リジェントグリーンハウスには豊橋技術科学大学の工学的要素を農業に導入するため、半導体マイクロセ
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ンサー制御システムなどの設置を行うとともに、他のプロジェクトと連携しながら、マイクロバブルとＬＥＤの
農業への応用研究を展開している。また人工光型植物工場は、光合成環境（光、温度、湿度、炭酸ガス、
養分濃度、気流）や、ＬＥＤ、マイクロバブルの効果、高機能性野菜（低硝酸含量、抗酸化性野菜など）の
創出、などの実用研究が展開できるように地元企業に特注し、イシグロ式とした。
一方、事業開始時に、本事業の独創的成果を維持するために「ＩＴ食農先導士」の商標登録を出願し、
平成 21 年４月に承認されている。本養成プログラムの修了生に授与されるこの「IT 食農先導士」の称号
は、修了後の諸活動に有益となる資格として、名刺やブログなどに活用されている。また、事業の推進お
よび修了生支援のため IT 食農先導士のロゴマークを作成し、平成 24 年 12 月に商標登録した。修了生
の生産した農産物や加工食品などで一定の基準を超えた優秀作品に対してロゴマークの使用を許可す
ることとした。ロゴマークの使用は、修了生にとっては豊橋技術科学大学ブランドとして販売し、信用を得
るメリットがあり、大学としては、大学の地域貢献を周知することに繋がる。開発された商品などは次の通り
である
製品化されたもの：ブルーベリーナイ酢、吉野葛入り高級うどん「一筋縄」、eye 愛ベリージャム（ブルー
ベリーとハックルベリーのミックスジャム）、Lily's JAM(ニンジンとキンカンのミックスジャム)、「倉橋さんちの
きんかんジャム」 かりんとう, ポン菓子、こまち麩、米粉、音羽米、ヤマゴボウ味噌漬け、セミドライ次郎柿、
小菊茶、高級醤油「稲姫」、アーチ型シンビジウム、トマトジュース、植物工場野菜「活采」、「機能性ミニ活
采」、有機野菜セット、ネーブル通販、有機野菜通販など
開発中：アスパラガスドレッシング、 サツマイモジャム、トマトジャム、LED パネル、マコモキムチ、マコモ
葉粉末、マコモコロッケ、食用花ケーキなど
（３）客観的な情勢の変化等への対応
本事業は平成 20 年度に、天候によって左右される農業に IT を導入し、より効率的な農業経営をする
ことによって、低迷する食農産業の活性化を目指して始まった。一方、農林水産省と経済産業省は平成
19 年から農商工連携を進めることによって農業の活性化を計画し、平成 21 年 1 月には農商工連携の典
型例として、植物工場推進のワーキンググループがスタートした。そして、先端的 IT 農業としての施設園
芸の植物工場化（太陽光型植物工場）が始まった。そこで、本事業でも受講生の実務訓練の場として、平
成 21 年度に 1 アールと小規模であるが太陽光型植物工場を学内に設置して対応した。また地域には農
業への参入を計画している中小企業があることから、農業へ参入し易い人工光型植物工場も平成 23 年
度に設置した。さらに農業情勢が厳しくなる中、平成 22 年に 6 次産業化法(正式名称は「地域資源を活
用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」)が成立
し、農林水産省は農商工連携に加えて、農業の 6 次産業化を推進している。そこで、農商工連携、6 次
産業化に対応すべく、シンポジウムや毎週発信する「IT アグリ通信」等で、修了生に積極的に農産物の
加工を勧め、平成 23 年度からは修了生主体の「ＩＴ食農産業のシンポジウムとアグリフェア」を開催してい
る。また、修了生と協力して、開発した農産品の販売や、農業者の経営相談、技術相談に対処する NPO
法人「FARMIST」を平成 25 年 2 月に設立した。さらに、平成 24 年度には修了生の更なるスキルアップ
を図るために、農林水産省の「東三河地域の 6 次産業化推進人材育成」事業を実施した。 またこの人
材育成は平成 25 年度も「日本農業を先導する東海地域の 6 次産業化推進人材育成」として継続する事
が内定している。さらに平成 24 年度には、「東三河ＩＴ食農先導士の養成拠点の形成」事業の発展的継
続事業として、文部科学省地域イノベーション戦略支援プログラム「最先端植物工場マネージャープログ
ラムの開発及び実施」事業（平成 24－28 年度）が採択され、事業を開始している。
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２． 人材養成手法の妥当性
（１）地域のニーズ
東三河地域は我国の最先端を行く施設園芸地帯であり、平成 18 年の市町村別農業生産額は田原市
が日本一、豊橋市は同６位、豊川市も同 69 位と高位にランクされている。しかしながら、本地域の農業生
産額は、平成 7 年の 1,650 億円を頂点に現在 100 億円程度低減しており、施設園芸の更なる高度化
（IT 化、植物工場化）が求められている。
一方で、東三河地域には自動車関連の部品工場が多いが、最近は自動車のハイブリッド化、EV 化が
進んだことに伴い、自動車部品の単純化がおこり、自動車部品製造から撤退せざるを得ないメーカーも
でてきており、新事業への展開が求められている。また、公共事業の減少により、土木建築業は窮地に立
たされ、福祉事業や農業への参入が各地で計画されてきた。農業経験のない分野から農業への参入を
可能にするには、従来の勘と経験の農業から、データ中心の IT 農業への転換が求められていた。そこで、
社会人や学生など他に本務を持つ人を対象とし、本務を維持しながら IT 農業への参入を可能にする人
材育成法として、自宅で自由な時間に学習できる「e-ラーニング」法が最良と判断し，教授法として採用し
た。
（２）人材養成の手法・方法と実施結果
我国農業は、生産性に劣ると共に、後継者不足が課題とされている中、依然として長年の勘と経験を基
に行われている。それゆえ、農業経験の少ない若者や農業以外の分野からの農業参入が難しく、経験や
勘ではなく、科学的データーに基づくＩＴ農業を推進する人材育成の必要性が求められていたが、ＩＴ技
術の農業への導入は充分ではなかった。そこで、本学の持つ、工学的技術を積極的に活用し、生産から
流通、加工、販売までを視野に入れ、効率的なＩＴ技術を導入する事によって、我国で初めて、農業の効
率化、農商工連携・６次産業化を志向するＩＴ融合型農業実践人材養成事業を展開した。そして、このプ
ライオリティを確保するために、平成 20 年 7 月に「ＩＴ食農先導士」の称号を商標登録した。なお、ＩＴ農業
については農林水産省と経済産業省は平成 2４年 4 月にシンポジウムを開催し、本格的に取り組んでい
る。また、社会人や学生など他に本務を持つ人を対象とするため、養成手法としては自宅で学習が可能
となるｅ－ラーニングを主体とする教授法を農業分野では初めて採り入れた。
実施状況（取組毎）
1 期生
実施期間（実施日）
平成 20 年 9 月 26 日

取組名
キックオフシンポジウム:「東三河ＩＴ食農先導士養成拠点の形成」
会場：ホテルアソシア（豊橋市）：約 140 名参加

平成 20 年 12 月 6 日
～平成 21 年 3 月
平成 21 年 1 月 17 日、

平成 20 年度東三河 IT 食農先導士養成コース開講式
教室講義「先端基礎農学コース」開講
先端的園芸施設見学

3 月 14 日
平成 21 年 4 月 15 日

e-ラーニング講義「IT 生産管理コース」「IT 経営管理コース」開講

～12 月 15 日
平成 21 年 7 月 25 日

サマースクーリング：新城市旧七郷一色小学校

～26 日
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平成 21 年 12 月 7 日

実習「IT 実務訓練コース」開講

～ 平成 22 年 1 月 30 日
平成 22 年 3 月 6 日

実務訓練報告会実施

平成 22 年 3 月 25 日

平成 21 年度東三河 IT 食農先導士修了式

2 期生
実施期間（実施日）
平成 21 年 10 月 3 日

取組名
特別講演会：「施設園芸の最前線」
会場：田原市文化会館：約 230 名参加

平成 21 年 12 月 5 日
～平成 22 年 3 月
平成 22 年 1 月 16 日、

平成 21 年度東三河 IT 食農先導士養成コース開講式
教室講義「先端基礎農学コース」開講
先端的園芸施設見学

3 月 13 日
平成 22 年 4 月 15 日～

e-ラーニング講義「IT 生産管理コース」「IT 経営管理コース」開講

平成 22 年 7 月 24 日

夏季研修：新城市旧七郷一色小学校

～25 日
平成 22 年 12 月～

実習「IT 実務訓練コース」開講

平成 23 年 2 月
平成 23 年 3 月 5 日

実務訓練報告会実施

平成 23 年 3 月 29 日

平成 22 年度東三河 IT 食農先導士修了式

3 期生
実施期間（実施日）
平成 22 年 9 月 25 日

取組名
シンポジウム：「太陽光型植物工場の現状と課題」
会場：豊川市文化会館：約 150 名参加

平成 22 年 12 月 4 日

平成 22 年度東三河 IT 食農先導士養成コース開講式

～平成 23 年 3 月

教室講義「先端基礎農学コース」開講

平成 23 年 1 月 15 日、

先端的園芸施設見学

3 月 12 日
平成 23 年 4 月 15 日～

e-ラーニング講義「IT 生産管理コース」「IT 経営管理コース」開講

平成 23 年 7 月 23 日

夏季研修：新城市旧七郷一色小学校

～24 日
平成 23 年 12 月～

実習「IT 実務訓練コース」開講

平成 24 年 2 月
平成 24 年 3 月 5 日

実務訓練報告会実施

平成 24 年 3 月 27 日

平成 23 年度東三河 IT 食農先導士修了式
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4 期生
実施期間（実施日）
平成 23 年 9 月 23 日

取組名
シンポジウム：「施設園芸と農商工連携」
会場：蒲郡市文化会館：約 130 名参加

平成 23 年 12 月 3 日

平成 23 年度東三河 IT 食農先導士養成コース開講式

～平成 24 年 3 月

教室講義「先端基礎農学コース」開講

平成 24 年 1 月 14 日、

先端的園芸施設見学

3 月 10 日
平成 24 年 4 月 15 日～

e-ラーニング講義「IT 生産管理コース」「IT 経営管理コース」開講

平成 24 年 7 月 21 日

夏季研修：新城市旧七郷一色小学校

～22 日
平成 24 年 9 月 29 日

公開シンポジウム「植物工場と農商工連携、6 次産業化」
会場：新城文化会館：約 130 名参加

平成 24 年 12 月～

実習「IT 実務訓練コース」開講

平成 25 年 2 月
平成 25 年 3 月 9 日

実務訓練報告会実施

平成 25 年 3 月 28 日

平成 24 年度東三河 IT 食農先導士修了式

東三河 IT 食農先導士の養成（平成 20－24 年度）
①取組内容
生産時期や収量、品質が環境要因に左右される食農産業を安定化させるために、最先端の IT 技術
を導入し、システマティックな工学的技術と思考力、環境即応型の農学的技術と思考力を有する「IT 食農
先導士」を養成した。修業年限 2 年、1 期 25 人で、先端基礎農学、IT 生産管理技術、IT 経営管理技術、
最先端施設での実務訓練を習得した者に「IT 食農先導士」の称号を与え、「東三河 IT 食農先導士」ネッ
トワークを結成し、食農産業の活性化と地域再生を試みた。
先端基礎農学コース（6 単位）：土壌植物栄養学、植物保護学、資源植物学、資源動物学、農業統

計学、農業経営学の 6 科目の教室講義を行った。12 月より毎週土曜日に計 12 回の教室講義を集中
講義形式で実施し、先端基礎農学に関する知識を習得させた。各教室講義で用いたパワーポイントのコ
ピーを毎回受講生に配付して理解の向上に努めた。また、農業統計学講義のために受講生用のパソコ
ンを整備した。さらに、正当な理由で欠席した受講生には、各講義のビデオを作成して貸し出すことで、
履修放棄を防止した。
IT 生産管理コース（6 単位）： e-ラーニング形式で IT 生産環境モニタリング、IT 精密農業、バイオテ
クノロジー、バイオマス利活用、土壌・作物栄養診断、IT 管理施設園芸の 6 科目を配信した。
IT 経営管理コース（6 単位）：e-ラーニング形式で IT 情報管理（コンピュータ管理）、総合環境影響評
価、地域再生法、食農リスク管理、IT-マーケティング、知的財産情報管理の 6 科目を配信した。
それぞれの e-ラーニングで用いた教材はすべて、本プロジェクトで独自に作成したオリジナルである。
また、受講生の興味と便宜を考慮し、「IT 生産管理コース」教材と「IT 経営管理コース」教材を組み合わ
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せ、基本的に月、2 科目を配信した。さらに、2 カ月に一回程度、受講生の e-ラーニング進捗状況を Web
上で公表し、受講を促した。
IT 実務訓練コース（4 単位）:先端的 IT 生産施設を有する JA 愛知経済連サポートセンター、愛知県農
業総合試験場東三河農業研究所、イシグロ農材株式会社、トヨハシ種苗株式会社、先導的農家（ミニトマ
ト栽培農家およびラン栽培農家）、および学内植物工場で実施した。受講生の大半は社会人であり、実
務訓練の日程調整が困難であったため、最新のマイクロセンサーを具備するインテリジェントグリーンハウ
ス（太陽光型トマト植物工場）と養液調整のできるイシグロ式人工光型レタス植物工場を新たに学内に設
置し、希望日に実習できるように対応した。
孤独感に陥り易い e-ラーニング講義を円滑に行うために、①教室講義を先行させて連帯感を醸成、②
2 回の最先端施設園芸等の現場見学会の実施、③受講生と教員・事業スタッフ間の Web 上のネットワー
クの形成、④１泊 2 日の夏季研修の実施、⑤受講生から要望のあった自主ゼミ（毎月 1 回開催）を支援、
⑥全員の e-ラーニングの進行状況の把握、公表とアドバイスなどを行った。さらに、修了生と受講生の IT
農業に関する知識と技術を維持、向上させるために、平成 22 年度には「東三河 IT 食農先導士ネットワ
ーク」と「東三河 IT 食農先導士サポートセンター」を設置した。
②募集・選考方法
受講生の募集にあたり、本事業の内容を周知するために、平成 20 年度はキックオフシンポジウム「東
三河ＩＴ食農先導士養成拠点の形成」（豊橋市）を、平成 21 年度は特別講演会「施設園芸の最前線」（田
原市）を、平成 2２年度はシンポジウム「太陽光型植物工場の現状と課題」（豊川市）を、平成 23 年度はシ
ンポジウム「施設園芸と農商工連携」（蒲郡市）を、平成 24 年度はシンポジウム「植物工場と農商工連携、
6 次産業化」（新城市）を、域内 5 市を巡回して開催した。募集に当たっては、募集要項およびポスターを
作成し、地域自治体窓口、食農産業クラスター推進協議会、地域５信用金庫各支店窓口に配布、掲示依
頼すると共に、各新聞社、自治体の広報誌に募集記事掲載を依頼した。さらに、豊橋技術科学大学ホー
ムページおよび同大学先端農業・バイオリサーチセンターのホームぺージで募集要項を掲載した。受講
希望者には、履歴書、応募動機、IT 農業に関する小論文を課し、応募動機および小論文の評価結果に
基づいて受講者を選考した。
③選考結果
募集定員 25 名に対して、平成 20 年度は 45 名の応募があり、選考の結果、上位 30 名を受け入れた。
また、平成 21 年度は 35 名の応募があり 30 名を、平成 22 年度は 36 名の応募があり 32 名を、平成 23
年度は 32 名の応募があり、29 名を受け入れた。
（３）被養成者の到達度認定の仕組みと実施結果
教室講義「先端基礎農学コース」（6 単位）では、各講義において質問時間を設定すると共に、毎週講
義に関する課題を課し、レポートを提出させ、講義の理解度、知識の習得状況を 4 段階：A(>80)、B(7080)、C(70-60)、D(<60)で評価し、C 以上を合格とした。
e-ラーニング講義「IT 生産管理技術コース」、「IT 経営管理技術コース」（各 6 単位）では、各科目 10
セクションに分割し、各セクションが終わるごとに Web 上で小テストを課し、習得正答者のみ次のステップ
へ進めるように設定した。また、中間と最終時にレポートを課し、知識状況を 4 段階 A(>80)、B(70-80)、
C(70-60)、D(<60)で評価し、C 以上を合格とした。
生産現場実習「IT 実務訓練コース」（4 単位）では、実務訓練中、教員が訓練先を訪問し、技術の習得
状況を把握した。また、実務訓練引受先の勤務評価と実務訓練発表会でのパワーポイントを用いた口頭
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発表・質疑応答を、4 段階 A(>80)、B(70-80)、C(70-60)、D(<60)で評価し、C 以上を合格とした。そして、
「先端基礎農学コース」、「IT 生産管理コース」、「IT 経営管理コース」、「IT 実務訓練コース」のすべてを
修了し、22 単位を修得した者に、豊橋技術科学大学より「IT 食農先導士」の称号を授与した。平成 21 年
度には、27 名、平成 22 年度は 24 名、平成 23 年度は 23 名、平成 24 年度は 26 名が修了し、「IT 食農
先導士」の称号が授与された。5 年間の IT 食農先導士の総計は目標養成者数の 100 名、修学率は
83％で初期の目的を充分達成した。
（４）人材養成システムの改善状況（被養成者の評価等の反映）
受講生および修了生による養成プログラムの評価は「IT 食農先導士ネットワーク」の Web 上を通じて
行うと共に、平成 22 年 6 月に修了生による授業評価を行った。またこの間の農業行政の変化などを考慮
し、3 期生からの教室講義のカリキュラムの改訂と e-ラーニング教材の改善を行った。具体的には施設園
芸の高度化である植物工場化、農業経営のビジネス化のための農商工連携や 6 次産業化に関する内容
を強化補充した。
また、「先端基礎農学コース」終了後の e-ラーニング受講中に、1 期生から自主ゼミ開催の要望があり、
月 1 回の開催を支援した。これは受講生自身が企画して行う IT 食農情報に関するセミナー形式（プレゼ
ンテーションおよび質疑応答）の集まりであり、このために大学内の一室を一定時間開放し、また教員ある
いは事業スタッフがオブザーバとして立ち会った。なお、この自主ゼミ開催の希望は 2－4 期生からも出さ
れた。養成中の受講生は、修了生から e-ラーニングの効率的受講のためのノウハウや体験談を得ること
が可能となり、また 6 次産業化のための貴重な情報交換の場となった。教室講義「先端基礎農学コース」
や e-ラーニング講義「IT 生産管理コース」、「IT 経営管理コース」に対する受講生からの要望に対しては、
随時担当教員に依頼し、見直し・改善を行っている。例えば、教室講義では、講義資料の他に講義で使
用したパワーポイントの紙媒体での配付や、正当な理由による欠席者への講義ビデオの貸し出しなどを
新たに行った。
本事業の効果の点検および改善については、専門家による外部評価が不可欠であると考え、学外の
IT 農業やシステム学習、e-ラーニング等の専門家に外部評価を依頼した。事前の資料送付と共に平成
22 年 5 月に外部評価委員会を実施した結果、評価委員より、本事業終了後の養成事業、サポート体制
の継続の重要性について指摘があった。
実務訓練については、当初先端的 IT 生産施設を有する JA 愛知経済連サポートセンター、愛知県東
三河農業研究所、イシグロ農材株式会社の 3 か所を実習先として予定したが、被養成者の希望を取り入
れ、トヨハシ種苗株式会社、先導的農家、および学内植物工場（インテリジェントグリーンハウスとイシグロ
式人工光型植物工場）を追加し、実施した。
地域のニーズの把握は、自治体や地域 5 信用金庫の実務担当者会議を定期的に開催することで、情
報収集・意見交換を行った。その中で、施設園芸が盛んな東三河地域が近年太陽光型植物工場建設に
動いていることや、トヨタを中心とする物づくり拠点でコンパクト型人工光植物工場を模索していることより、
先端施設見学には、植物工場的な施設を有する有限会社ジャパンフラワードリームを加えた。3 期生から、
e-ラーニング講義「IT 生産管理コース」の『IT 管理施設園芸』に、先端的植物工場に関する情報を盛り込
んだ。また、学内にインテリジェントグリーンハウス（太陽光型トマト植物工場）とイシグロ式人工光型レタス
植物工場を建設し、受講生は学外で実務訓練を行う場合でも、必ず１日は大学内の植物工場で実習す
ることとした。なお、連携自治体の一つである豊橋市からは、豊橋市が企画する農業者養成講座「IT 農業
塾」の開設に伴い、塾生の本プロジェクトへの参画依頼があり、3 期生に 2 名を受け入れた。
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３．実施体制・自治体等との連携
（１）実施体制
豊橋技術科学大学と地域自治体である愛知県、豊橋市、田原市、新城市、蒲郡市、豊川市は運営管
理委員会を構成し、本事業の進捗状況の把握、運営・管理方法のチェックと改善、シンポジウム企画など
を行った。また下図の実施体制図に示されるように、榊佳之学長の強いリーダーシップの下に、豊橋技術
科学大学先端農業・バイオリサーチセンターが中心となって、独立行政法人農業環境技術研究所、愛知
教育大学、名古屋大学、ＩＴ農業研究会（事務局：株式会社サイエンス・クリエイト）、（社）東三河地域研究
センター、株式会社サイエンス・クリエイト、ＪＡ愛知経済連営農支援センター、イシグロ農材株式会社、愛
知県農業総合試験場東三河研究所、地域５信用金庫などと協力して、先端基礎農学、ＩＴ生産管理、ＩＴ
経営管理、最先端生産施設実務訓練を実施した。修了者には「ＩＴ食農先導士」の称号を授与した。
プロジェクトを推進するために、年２回の運営管理委員会（委員長：神野清勝理事・副学長）、事業スタ
ッフによる毎月の企画広報委員会（委員長：平石 明先端農業・バイオリサーチセンター長【平成 20～23
年度】、菊池 洋先端農業・バイオリサーチセンター長【平成 24 年度】）、毎週の実務者会議（議長：三枝
正彦特任教授）、および隔月のＩＴ食農先導士便り、毎週のＩＴアグリ通信編集会議を開催した。また、先
端農業・バイオリサーチセンター長、副センター長、および実施責任者から成る資格認定委員会（委員
長：神野清勝理事・副学長）を年度末に開催し、受講生の単位修得状況と成績に基づいて修了認定を決
定した。さらに、学外の e-ラーニング等の専門家を招聘した外部評価委員会を開催し、e-ラーニングの
方法やカリキュラムの改訂・改善を実施した。
また、地域５信用金庫（豊橋、岡崎、豊川、蒲郡、浜松）との実務担当者会議を年 2 回開催し、修了生
の農商工連携、6 次産業化、資金的援助などについて情報交換している。

東三河ＩＴ食農先導士養成拠点の形成事業
TUT

実施体制

豊橋技術科学大学長

資格認定委員会

外部評価委員会

運営管理委員会
豊橋技科大先端農業ﾊﾞｲｵﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ
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・
飲
食
・
観
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産
業

食
農
産
業
ク
ラ
ス
タ
｜
推
進
協
議
会

受講生派遣・受入団体
豊橋技術科学大学
愛知教育大学教員養成課程
一般農業者・市民
農業協同組合
農産物生産部会
食品・その他産業界
東三河地域自治体

東三河IT食農先導士
ネットワーク

企画広報委員会

基礎先端農学コース
（教室講義）
IT生産管理コース
IT経営管理コース
（e-learning）
IT実務訓練コース
（生産現場実習）

講師派遣・事業協力団体
名古屋大学
愛知教育大学
(株)とよはしTLO
農業環境技術研究所
IT農業研究会
(株)ｻｲｴﾝｽ・ｸﾘｴｲﾄ
JA愛知経済連ＳＣ
(株)イシグロ農材
愛知農総試
東三河農業研究所

IT食農先導士
（単位認定）

IT食農先導士ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

東三河IT食農先導士養成拠点
協力連携
地域信用金庫、東海農政局、愛知県、食農産業界、JA愛知経済連

地域自治体(豊橋市、田原市、豊川市、新城市、蒲郡市)、豊川宝飯地区農政企画協議会
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（２）自治体等との連携状況
愛知県および地域自治体とは、シンポジウムの開催、受講生の募集、IT 食農先導士サポートセンター
への農業情報、営農情報提供など、日常的に緊密な連携を行った。また、地域の研究機関（JA 愛知経
済連サポートセンター、愛知県農業総合試験場東三河農業研究所）の他に、イシグロ農材株式会社、トヨ
ハシ種苗株式会社、先導的農家、有限会社ジャパンフラワードリーム、名古屋大学、東京農工大学、愛
知教育大学、農業環境技術研究所には、本プロジェクトへの講師派遣、先端園芸施設見学、実務訓練
受入れなどにおいて協力依頼した。また、地域５信用金庫（豊橋、岡崎、豊川、蒲郡、浜松）は、本事業
の運営母体である先端農業・バイオリサーチセンターに寄附講座「しんきん食農技術科学講座」を設置し、
本プロジェクトの運営に資金的に大きな貢献をしている。
修了生に対して、営農支援が可能な地域自治体（愛知県、豊橋市、田原市、豊川市、蒲郡市、新城
市）や資金支援を期待できる地域 5 信用金庫（岡崎、蒲郡、豊川、豊橋、浜松）とは、実務担当者会議を
設けて定期的会合を行い、緊密な連携をとっている。修了生の農商工連携、6 次産業化のためのマッチ
ング機会の提供は、食農産業クラスター推進協議会との連携で行った。
平成 22 年度には豊橋市の IT 農業塾（農業者育成）事業が発足し、その受講者 2 名が IT 農業習得
のために本プロジェクトの受講者として参画した。
４．人材養成ユニットの有効性
（１）養成修了人材が地域で活躍する仕組み
養成修了者が当該地域で活躍するための仕組みとして、修了生を対象とする「東三河 IT 食農先導士
ネットワーク」を形成した。本事業終了時の平成 25 年 3 月には 100 人のネットワークとなり、地域の再生、
活性化に大きく貢献している。この組織を情報技術および生産技術の両面から支えるために、豊橋技術
科学大学内に「IT 食農先導士サポートセンター」を立ち上げた。また、農業への参入が可能となるように、
地域自治体および資金的支援の地域信用金庫の実務担当者連絡会議を発足させた。さらに、営農相談
や修了生が開発した商品の販売や新事業がスムーズに成功するようにサポートする組織として、NPO 法
人「FARMIST」を平成 24 年に立ち上げた。
養成修了者の当該地域での活躍状況を以下に示した。
①新規就農者 11 名、新規就職者 6 名
②農商工連携、6 次産業化などの認定者 8 名
③商品の開発 ：ブルーベリーナイ酢、各種ジャム、カリントウ、アスパラガスドレッシング、ヤマゴボウ味噌
漬け、乾燥柿、各種茶、日本酒、食用花クッキー、アートシンビジウム、ハーブティ等 多数
④新規作物、新規栽培技術の導入 ：マコモタケ、プンタレッラ、水前寺菜、ハックルベリー、ルバーブ、サ
ツマイモ、ザーサイ、 アーサイ、ブルーベリー、スイカ、アスパラガス、 β グルカンリッチ大麦等 多数
⑥しんきん食農技術科学講座セミナー、オープンキャンパス、大学祭、植物工場セミナーへの参加
⑦職場などでの昇進あるいは表彰： ６名（蒲郡市副市長、㈱豊橋種苗部長、永井財団研究奨励賞、 財
団法人日本花普及センター会長賞、次郎柿生産組合青年部長、平成２３年度あいち青年農業者大会に
て「最優秀 愛知県知事賞」、ＪＡ豊橋青年部副部長）
⑧2012 年度の新聞、テレビ等マスメディアでの紹介事例 ：中日新聞 6 件、日本農業新聞 5 件、日本経
済新 聞 2 件 、朝日新聞、毎日新聞 、東三河新聞など各 1 件 、その他の雑誌 など２件 、名古 屋
TV,NHK,TV 愛知各一件
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⑨修了生のシンポジウムとアグリフェア、新事業の創出 ：植物工場 3 名、農業用ＬＥＤの開発 2 名、ソー
ラパネルの開発、産地直売センター2 名、ＮＰＯ法人「FARMIST」結成、東三河農産加工販売協同組合
結成各 1 件
（２）波及効果
本人材育成は、豊橋技術科学大学が地域の農業のＩＴ化を促進するための「知の拠点」としての役割を
果たし、本事業の発展的後継事業となる「ＳＥＮＡ植物工場管理経営士の養成」、「最先端植物工場マネ
ージャー育成プログラムの開発及び実施」事業をはじめ、豊橋技術科学大学で実施する「バイオマス・
CO2・熱利用拠点の形成」事業の植物工場ユニット、豊橋キャンパスイノベーション（TLO）の「ニューアグ
リビジネス農商工垂直統合人材育成事業」（通称、植物工場創生塾）、田原市の「低炭素グリーンハウス
事業」、豊橋市の「自然エネルギー活用型次世代高収量生産植物工場の光合成環境制御技術の実証
試験」、ＪＡ愛知経済連の 「トマトの収量を倍増させるあいち型植物工場」、など東三河地域の施設園芸
の「植物工場化」への展開にも連携している。また、修了生のスキルアップの機会でもある農林水産省の
「東三河地域の 6 次産業化推進人材育成事業（平成 24 年度）」、同「日本農業を先導する東海地域の 6
次産業化推進人材育成事業（平成 2５年度）」にも発展している。さらに、本カリキュラムは、本学の正課の
工学部学生に、農学的知識や思考を付与する機会を提供している。
この他の波及効果の一端として、いくつかの外部機関から、本事業の実施体制や人材養成の進め方
に関する聞き取り調査等があり、有効な地域人材養成のモデルとして注目されつつある。例えば、本事業
に対する外部からのアクセスとして、農林水産省、静岡大学「農業ビジネス経営体育成のための教育体
制・プログラムの構築・検証」プロジェクト、九州大学唐津大学交流連携センター「情報化技術で佐賀の活
性化を推進」プロジェクト、インド Punjab 農業大学、ＪＡ全農、ＪＡ金沢青年部会、袋井商工会議所、早稲
田大学等がある。また、地元の信用金庫からは、資金的な営農支援の対象として IT 食農先導士に注目
している由を、実務担当者会議を通じて受け取っている。
農林水産省の農業者（高齢化している）を対象としたアンケート調査では、農業の IT 化は不要という結
果が出たが、本プロジェクトでは次世代（40 歳以下）の農業者を対象としており、積極的に農業の IT 化、
農業での IT 人材の育成を進めていく必要がある。農林水産省、経済産業省とも、従来の勘と経験の農
業からデータ重視の植物工場への展開、および１次産業から加工、販売も含めた 6 次産業化を目指して
おり、本プロジェクトの趣旨や目標と一致している。したがって、本事業は国の政策的な面からも注目され
ている。さらに両省は平成 24 年度から IT 農業の推進を図っており、本事業はその先鞭になっている。
（３）情報発信の状況
本プロジェクトの情報発信については、採択時のプレス発表（平成 20 年 7 月 2 日）を始め、隔月の「IT
食農先導士便り」（発行部数 700 部：No.１～No.27：2013 年 3 月末現在）の発行、毎週の「ＩＴアグリ通
信」の発信（No１－No131 ： 2013 年 3 月末現在）、毎年度末の「東三河ＩＴ食農先導士養成拠点の形成
事業報告書」（発行部数 200 部：平成 20－24 年度の 5 冊）の刊行により、地域自治体、食農産業クラス
ター協議会、その他の関連機関の窓口等を通じて広く行っている。また、平成 20 年 9 月には先端農業・
バイオリサーチセンターのホームページ（URL: http://www.recab.tut.ac.jp/）上に東三河ＩＴ食農先導士
養成拠点の形成のコーナーを開設している。さらに、受講生募集、シンポジウム開催、開講式、修了式な
どの行事ごとに、マスメディアや地域自治体の広報誌などを通じて情報を発信している。
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５．成果の発表状況
（１）養成された人材による成果
永井財団研究奨励賞、 財団法人日本花普及センター会長賞、平成２３年度あいち青年農業者大
会にて「最優秀 愛知県知事賞」など
(２)人材養成ユニットに関する成果
【新聞報道】
・H20. 06.27 東愛知新聞

（受講生，プログラム紹介）

『IT 食農先導士養成拠点に』
・H20. 07.03 朝日新聞三河版 35 面 （受講生，プログラム紹介）
『IT 農業人育成

5 年で１００人生産・経営に応用』

・H20. 07.03 日本農業新聞 12 面 （受講生，プログラム紹介）
『IT と農業“合体”
「 食農先導士」を養成』
・H20.7.11 毎日新聞三河版 18 面 （受講生，プログラム紹介）
『IT 食農先導士 12 月から養成へ 競争力をつけ活性化』
・H20.09.27 東愛知新聞

（H20.09.26 キックオフシンポジウム）

『世界に誇れる IT 食農実現へ IT 食農先導士コース

受講生募集控えシンポ』

・H20.10.01 中部経済新聞 6 面 （受講生募集）
『IT 食農先導士養成講座の受講生募集』
・H20.10.02 中日新聞 東三河版 23 面 （受講生募集）
『座学、ネットで生産管理を学ぶ 豊橋技術科学大学 受講生募集』
・H20.11.28 東日新聞 （H20.12.06 開講式）
『IT 食農先導士養成へ ６日開講 技科大がプログラム』
・H20.12.5 中部経済新聞 6 面 （H20.12.06 開講式）
『
「ＩT 食農先導士」を養成 あす開講 土壌植物学など 6 科目』
・H20.12.07 東日新聞 1 面 （H20.12.06 開講式）
『世襲農業は限界「IT 食農先導士」の養成へ わが国初、まず 30 人技科大でスタート』
・H21.05.25 中日新聞 12 面

（受講生，プログラム紹介）

『豊橋技科大の取り組み IT で農業復活を
養分や日光量を数値化し自動管理 農家向けに講座

安価な機器開発』

・H21.10.05 東愛知新聞１面 （H21.10.03 特別講演会）
『IT 生かした先端施設園芸 田原で講演会 先導的生産者が事例発表』
・H21.10.08 東愛知新聞２面 （受講生，プログラム紹介）
『全国でも珍しい「IT 食農先導士」』
・H21.10.17 中部経済新聞 5 面 （2 期受講生募集）
『食農産業の中核を担う IT 食農先導士養成プログラム 2 期生を募集』
・H22.03.26 東愛知新聞 11 面 （H22.03.25 修了式）
『初の「IT 食農先導士」誕生 豊橋技科大で「第 1 期生修了式」
今後は食農産業活性や後継者確保に尽力』
・H22.03.26 中日新聞 12 面 （H22.03.25 修了式）
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『
「IT 食農先導士」授与 1 期生 27 人が卒業』
・H22.04.20

中部経済新聞７面 (H22.03.25 修了式)

『
「IT 食農先導士」第 1 期生が誕生』
・H22.06.15

東愛知新聞 2 面

『部長は IT 食農先導士』
・H22.09.24

東愛知新聞 2 面

『
「攻めの農業」で地域再生へ 豊橋技科大が豊川市と共催
太陽光型植物工場の現状と課題テーマに あす豊川でシンポ』
・H22.09.26

東愛知新聞 9 面

『IT 技術で経営効率化へ 豊橋技科大が豊川でシンポ
太陽光型植物工場 課題と展望を報告』
・H22.09.28

東日新聞 12 面

『食農先導士養成プログラム 受講者を募集 豊橋技科大』
・H22.10.29

日本経済新聞

『農業とハイテク融合 LED で効率栽培』
・H22.12.03

東日新聞 3 面

『
「IT 食農先導士」増やす
・H23.04.02

技科大が 5 年後 100 人を予定

日本農業新聞

『太陽光型植物工場 開発進む 技能持つ人材育成
・H23.07.25

IT 食農先導士に』

東日新聞

『太陽光型植物工場で収穫量アップ サイエンスクリエイト、技科大が実証事業
地元企業も連携 東三河は施設園芸高度化で先行』
・H23.08.31

日刊新聞

『エネシステム「ナチュエネ」植物工場に初採用 シンフォニア』
・H23.09.24

東愛知新聞

『農業の 6 次産業展開を考える 蒲郡で施設園芸と豊商工連携シンポ
生産者が事例報告』
・H23.11.12

東愛知新聞

『太陽光生かした農業生産

植物工場の起工式 来年 6 月完成へ
官民一体で実証事業』

・H23.01.01

東愛知新聞

『太陽光を生かした最先端の農業生産「植物工場」6 月完成豊橋リサーチパーク内
技科大とサイエンス・クリエイト中心に官民一体で実証事業
地域ブランド力を高める 起工式』
・H23.01.03

東日新聞

『次世代の成長産業！ 東三河植物工場研 31 日キックオフ』
・H23.01.03

東日新聞

『植物工場高まる期待 人材育成や実証事業など多彩な取り組み
環境にも配慮目指せ農業所得 1200 万円』
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・H23.02.21

日本農業新聞

『石川県の青壮年部員と営農研修 JA 愛知県青協』
・H24.04.03

中部経済新聞

『植物工場の技術共有 サイエンス・クリエイト普及研立ち上げ
地元企業、農家など 50 団体加入』
・H24.04.25

中部経済新聞

『植物工場の一大拠点に 自治体や大学、企業 東三河で研究会発足』
・H24.04.25

日本農業新聞

『植物工場の研究会設立 愛知県東三河地域 技術開発進め園芸振興』
・H24.04.25

東愛知新聞

『
「植物工場」今後の展開模索 開発・普及研究会 設立総会を実施
産学官が連携し県内初 豊橋サイエンスコアでセミナーも』
・H24.07.11

東愛知新聞

『豊橋に「植物工場」完成

1000 平方メートル当たり年間 50 トン収穫へ
24 日からトマト栽培 IGH プロジェクト』

・H24.07.12

中日新聞

『トマト工場 豊橋に完成

温度や湿度 一体管理で収穫倍増

地元 3 セク・企業・大学 5 年でデータ収集』
・H24.08.23

日本経済新聞

『動き出す新植物工場 人材育成・体制作りカギ』
・H24.08.27

東日新聞

『植物工場 トマトで実証事業スタート 良すぎる環境に植物がバランス崩す』
・H24.09.01

東日新聞

『
「エコエネルギー」の最先端技術や IT 農業に見た未来
豊橋技科大で太陽光発電の進歩目に』
・H24.09.26

東愛知新聞

『植物工場などテーマ 新城で 29 日公開シンポ』
・H24.10.09

日本農業新聞

『トマトの植物工場 安定供給し収益向上を 付加価値を追求 販路の確保が重要』
・H24.03.03

東愛知新聞

『
「IT 食農先導士」が計 101 人に 豊橋技科大 生産・経営管理できる人材養成
シンポジウムとアグリフェア 5 年間の成果報告』
【論文】
1.K. Li and Y. Iribe(2011) Development and Evaluation of Gaze Tracking Integrated elearning Contents, International Journal of Emerging Technologies in Learning, Vol.6,
No.2,pp.42-45
2.李凱(2011)IT 農業者育成用複合環境計測・制御ミニ植物工場の開発, 教育工学論文集
VOL.34,pp16-18,(計測自動制御学会)
3. 三枝正彦，熊﨑忠（2012）施設園芸における養分状態と養分管理概念の新提案―高度な施
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設園芸の三大要素は N，P，K ではなく N，K，Ca である．農業と科学 644：6－12．
4. A. Ombodi, T. Kumazaki, M. Saigusa. (2012) Regulation of nitrate in the European Union.
Annual Report of Shinkin Food and Agriculture Technology Laboratory 6: 49－55.
【国際会議】
1.Kai Li(2009.8)Visualization and Analysis of Communication Patterns on Social
Networking Service,Proceedings of The 3rd Japan-China Research Development of
Information Technology Education,pp.239-242
2.Li, K. and Iribe, Y. (2009.12),A Quantitative Study of Practical Use of Social Networking
Service in e-Learning,Proceedings of The 17th International Conference on Computers in
Education, pp.895-899
3.K. Li and Y. Iribe (2010.9) Promoting Learning Attention with Gaze Tracking Integrated
e-Learning Contents, Proceedings of Knowledge-Based and Intelligent Information and
Engineering Systems(KES2010), pp. 173-179,
4.Kai Li and Yurie Iribe(2012.5)Supporting Continued Communication withSocial
Networking Service in e-Learning, Intelligent Interactive Multimedia: Systems & Services
(KES‐IIMSS-2012 procceding), pp. 569-577
5.Kai LI, Tadashi KUMAZAKI, Masahiko SAIGUSA(2012.11) Developing Wireless Sensor
Networks

in

Greenhouse

with

Arduino,

Asia-Pacific

Interdisciplinary

Research

Conference(AP-IRC 2012) Irago,Japan, pp.93
6. Kai LI(2013.6) Wireless Sensor Networks for Learning Activity Monitoring: Design and
Development, World Conference on Educational Media and Technology(EdMedia 2013)
（Accepted）
7. T. Kumazaki, T. Yamauchi, K. Sugaya, C. Sugiyama, M. Saigusa. (2012) Effects of
nighttime LED supplemental lighting on photosynthesis yield and quality of rose.
Abstracts of the Irago Conference (AP-IRC 2012), Tahara, Japan. 94.
8. T. Kumazaki, M. Saigusa, K. Sugaya, K. Li. (2012) Effects of Supplemental LED-lighting
within canopy on photosynthesis of lower leaves for tomatoes grown in high-wire system.
Abstracts of the Irago Conference (AP-IRC 2012), Tahara, Japan. 95.
9. T. Kumazaki , S. Yamamura, K. Li, M. Saigusa. (2012) Survey of nitrate concentration in
leaf lettuce grown in artificial light-type plant factory. Abstracts of the Irago Conference
(AP-IRC 2012), Tahara, Japan. 96.
10. T. Yamauchi, T. Kumazaki, C. Sugiyama, K. Sugaya, M. Saigusa. (2012) Effects of LED
lighting and lighting methods on the growth and flowering of a spray type chrysanthemum.
Abstracts of the Irago Conference (AP-IRC 2012), Tahara, Japan. 97.
【国内会議(口頭発表)】
1.李凱，入部百合絵（2009.7）社会人学生を対象とした SNS の書込みによるコミュニケーシ
ョンの定量分析, 2009 年第２回教育システム情報学会研究会
2.李凱，入部 百合絵(2009.8)社会人学生を対象とした SNS の書込みによるコミュニケーショ
ンの定量分析, JSiSE 教育システム情報学会第 34 回全国大会, pp.290-291
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3.李凱， 入部 百合絵(2009.9)e ラーニングコンテンツへの書き込みの効果と課題, 日本教育
工学会第 25 回全国大会, pp.283-284
4.李凱，入部百合絵(2010.8)e ラーニングにおける学習進捗情報共有による学習促進効果につ
いて, JSiSE 教育システム情報学会第 35 回全国大会, pp.319-320
5. 李凱，入部百合絵(2010.9)e ラーニングにおける学習進捗情報共有による学習促進効果につ
いて, 日本教育工学会第 26 回全国大会,pp.963-964
6.李凱(2011.9)教育用植物工場総合環境計測・制御スケールモデルの開発, 日本教育工学会第
27 回全国大会, pp.795-796
7.李凱(2011.11)IT 農業者育成用複合環境計測・制御ミニチュア植物工場の開発, 第 150 回教
育工学研究会
8.李凱(2012.9)非装着型センシング技術による学習活動検出システム開発の試み,日本教育工学
会第 28 回全国大会, pp.683-684
9. 熊﨑忠・山内高弘・杉山千織・三枝正彦（2011）バラ施設栽培における個葉光合成速度に
よる炭酸ガス施用効果の評価．園芸学研究 10 巻（別号 2）249．
10. 山内高弘・熊﨑忠・杉山千織・菅谷和巳・三枝正（2011）LED 照明の光質と電照方法の
違いがスプレーキクの生育および開花に及ぼす影響．園芸学研究 10 巻（別号 2）252．
11. 熊﨑忠，三枝正彦，大成博文（2011）コマツナ水耕栽培におけるマイクロバブル通気処理
の影響．しんきん食農科学技術講座年報 4: 44－48．
12. 熊﨑忠，山内高弘，菅谷和巳，杉山千織，三枝正彦（2012）LED 近接照射による夜間補
光がバラの収量および品質に及ぼす影響．園芸学研究 11 巻（別号 1）
，176．
13. 山内高弘，熊﨑忠，杉山千織，菅谷和巳，三枝正彦（2012）LED 照明の近接照射がスプ
レーギクの初期生育に及ぼす影響．園芸学研究 11 巻（別号 1）
，175．
14.熊﨑忠（2012）
「豊川の切りバラ生産」の現状と新しい試み．ハイドロポニックス 26：16
－17．
【商標登録】
・H21.04.24 「IT 食農先導士」
・H24.12.14 「IT 食農先導士ロゴマーク」
・H25.06.14 「植物工場管理経営士」
【広報出版活動】
１）東三河ＩＴ食農先導士養成拠点事業報告：毎年発行：2008 年度～2012 年度
２）ＩＴ食農先導士便り：隔月発行（No.１～No.27：2013 年 3 月末現在）
３）ＩＴアグリ通信：毎週配信（No.１－No.131：2013 年 3 月末現在）
４）各種シンポジウム要旨集
【平成 20 年度】
・
「東三河ＩＴ食農先導士キックオフシンポ」 (ホテルアソシア豊橋)
【平成 21 年度】
・
「施設園芸の最前線」(田原市文化会館)
・「地方の元気再生事業キックオフシンポジウム：廃校と遊休地を利用した水
源の里のルネサンス」（新城市七郷一色地区）
・「農商工統合人材育成シンポジウム：太陽光型植物工場ビジネスの創出～」
（浜松市）
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【平成 22 年度】
・
「太陽光型植物工場の現状と課題 」（豊川市文化会館）
・第 1 回東三河ＩＴ食農先導士ネットワークシンポ（豊橋技術科学大学）
・
「植物工場創生塾シンポジウム 物工場ビジネスの創出に向けて 」
（グランドホテル浜松）
【平成 23 年度】
・
「施設園芸と農商工連携 」（蒲郡市文化会館）
・第 2 回東三河ＩＴ食農先導士ネットワークシンポ「農商工連携と六次産業
化」
（豊橋技術科学大学）
・
「ＩＴ農業による穂の国、東三河の活性化」（豊橋技術科学大学）
【平成 24 年度】
・植物工場と農商工連携、6 次産業化」
（新城市文化会館）
・第 3 回東三河ＩＴ食農先導士ネットワークシンポ（豊橋技術科学大学）
５）講座、セミナー
○豊橋技術科学大学「しんきん食農技術科学講座セミナー」
「農業のトピックスの紹介」 H20-24 年度（5 年間で 45 回開催）
○サイエンスコア「しんきん食農技術科学講座セミナー」H20-24 年度（5 年間で 40 回開催）平成
20 年度 「土壌の科学」
平成 21 年度 「優しい植物栄養学」
平成 22 年度 「植物資源学」
平成 23 年度 「穂の国東三河の地域資源と農商工連携の試み」
平成 24 年度 「食の安全、安心と科学の心」
平成 25 年度 「植物の魅力を探る 植物工場の仲間たち」
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６．中間評価への対応
注：「中間評価結果」の「評点」欄には、評価項目に係る評価結果（「ｓ」～「ｃ」のいずれか）を記入する。
(１) 総合評価
評点

Ａ

中間評価コメント
１）機関が実施した取組において評価できる事項
技術工学系大学としての専門性、特色を活かした工農連携に基づき、自治体、大学等機
関、金融機関等と協働した人材養成が実施されており、養成目標人数など、所期の計画どおり
に進捗していると評価できる。
２）機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
今後、地域を挙げたブランド化やマーケティングへの取組の強化、IT 食農先導士の知識や
経験の地域活性化への活用と幅広い認知、東三河モデルとしての全国的普及を期待する。
中間評価コメントに対応するために実施した施策

１）機関が実施した取組において評価できる事項
孤独感に陥り易く一般的な修学率が低い（30％程度）と言われる e-ラーニングの習得を円滑に行うた
めに、①教室講義を先行させて連帯感を醸成、②2 回の最先端施設園芸等の現場見学会の実施、③受
講生と教員・事業スタッフ間の Web 上のネットワークの形成、④１泊 2 日の夏季研修の実施、⑤受講生
から要望のあった自主ゼミ（毎月 1 回開催）を支援、⑥全員の e-ラーニングの進行状況の把握、公表と
アドバイスなどを行った。その結果、5 年間に、目標人材養成数 100 名の「ＩＴ食農先導士」が誕生し、eラーニングの修学率も平均 83％と画期的な値であった。さらに、修了生と受講生の IT 農業に関する知
識と技術を維持、向上させるために、平成 22 年度には「東三河 IT 食農先導士ネットワーク」と「東三河
IT 食農先導士サポートセンター」を設置した。
２）機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
地域をあげたブランド化やマーケッティングを強化するために、修了生に商品開発を奨励し、平成 23、
24 年度の 2 回にわたり、発表の場としてのアグリフェアを開催し、両年とも 40 件程度の出展があった。ま
た、平成 24 年度には農林水産省の「東三河 6 次産業化推進人材育成事業」を実施し、修了生のスキル
アップを行った。東三河モデルとして普及するために、ホームぺージやアグリフェア、イノベーション・ジャ
パン、大学見本市などで積極的に紹介するとともに、これまで、JA 金沢青年団、農林水産省（霞が関）、
JA 全農、袋井市商工会などの視察を受け入れている。
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(２) 個別評価①進捗状況
評点

中間評価コメント

ａ

１）機関が実施した取組において評価できる事項
養成人数の目標達成や新商品の開発など、所期の計画どおりの進捗を示していると評価でき
る。採択時に付された「ｅ－ラーニングの質を高めるとともに質を担保するための体制づくり」など
のコメントに対してもｅ－ラーニング開始前に対面授業を実施して当該学習法の効果を上げるな
ど適切に対応していることも評価できる。
２）機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
特になし
中間評価コメントに対応するために実施した施策

１）機関が実施した取組において評価できる事項
修学率が１期生の 90%に対し、2 期生は 87%、3 期生は 72%と経年的に低減した。そこで 4 期生に対し
ては、メールや電話、呼び出し等の個別指導を徹底し、就学率 83%まで向上させた。プログラムを通じて
の平均修学率は 83%で、e-ラーニングの一般の修学率 30%をはるかに超える高い値で成功裏に修了する
事ができた。
２）機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
生産者の IT 農業化を目標としたが、生産者は受講生の 1/3 にとどまった。その原因は、生産者にとっ
て忙しい土曜日を丸一日使っての教室講義が、物理的に受講を困難にした感がある。また、受講料が無
料であったため、１期生は熱意が高かったが、経年的に安易にやめる人があった。5 期生には受講料は
無料だが莫大な税金が使われていることを、具体的金額を示して説明したところ、１期生と同じような熱意
が戻っている。

(２) 個別評価②人材養成手法の妥当性
評点

ｓ

中間評価コメント
１）機関が実施した取組において評価できる事項
工農連携を推進する先端農業・バイオリサーチセンターを設置し、自治体、企業、金融機関
等と連携のもと地域ニーズを反映した人材養成が実施されている。高いレベルの半導体、セン
サー技術を農業に応用しようとする試みだけでなく、その工学技術を活用した産業のシステム化
まで踏み込んでいる点や、ｅ－ラーニング、電子メールを活用した成績評価の実施、ｅ－ラーニ
ング開始前の対面式授業の取り入れなど、学習のモチベーションを維持する上でも効果的な学
習手法が取られている点は高く評価できる。
２）機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
特になし
中間評価コメントに対応するために実施した施策

１）機関が実施した取組において評価できる事項
修了生のフォローアップとして、「東三河 IT 食農先導士ネットワーク」を形成し、修了生主体のシンポジ
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ウムやアグリフェアを開催し連携を強化した。またスタッフが修了生の生産現場訪問を行い、助言と激励を
行った。さらに、修了生のスキルアップとして農林水産省の「6 次産業化推進人材育成」事業と IT 農業の
究極の形態である植物工場を管理経営できる文部科学省の地域イノベ事業で「最先端植物工場マネー
ジャー育成プログラム及び実施」を実施した。
２）機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
IT 食農産業は時々刻々と進歩しており、修了生のフォローアップやスキルアップのための講座やセミ
ナー、ＩＴや最新営農情報などを提供する必要がある。また、プログラムが修了してからも「IT 食農先導士
ネットワーク」が持続するような仕組みを作る必要がある。
これまで行ったシンポジウムなどは次の通りである。
■シンポジウム
平成 20 年度 ・「東三河ＩＴ食農先導士キックオフシンポ」（H20.10.1：ホテルアソシア豊橋）
平成 21 年度 ・「施設園芸の最前線」（H21.10.3：田原市文化会館）
・農商工統合人材育成シンポジウム「太陽光型植物工場ビジネスの創出～」
（H22.2.5：グランドホテル浜松）
平成 22 年度 ・「太陽光型植物工場の現状と課題」（H22.9.25：於：豊川市文化会館）
・第 1 回東三河ＩＴ食農先導士ネットワークキックオフシンポジウム
（H22.12.4：豊橋技術科学大学）
・植物工場創生塾シンポジウム「植物工場ビジネスの創出に向けて」
（H23.2.4：グランドホテル浜松）
平成 23 年度 ・「施設園芸と農商工連携」（H23.9.23：蒲郡市文化会館）
・第 2 回東三河ＩＴ食農先導士ネットワークシンポジウム
「農商工連携と六次産業化」（H23.12.4：豊橋技術科学大学）
・「ＩＴ農業による穂の国、東三河の活性化」（H24.3.17：豊橋技術科学大学）
平成 24 年度 ・「植物工場と農商工連携、6 次産業化」（H24.9.29：於：新城市文化会館）
・「植物工場の現状と展望」（H24.7.23：愛知県産業労働センター）
・「太陽光利用型植物工場の今後の展望」 （H24.12.1：豊橋市総合体育館）
・第 3 回東三河ＩＴ食農先導士ネットワークシンポジウムとアグリフェア
（H25.3.2：豊橋技術科学大学）
■講座セミナー
○豊橋技術科学大学「しんきん食農技術科学講座セミナー」
「農業のトピックスの紹介」 H20-24 年度（5 年間で 45 回開催）
○サイエンスコア「しんきん食農技術科学講座セミナー」H20-24 年度（5 年間で 40 回開催）
平成 20 年度 「土壌の科学」
平成 21 年度 「優しい植物栄養学」
平成 22 年度 「植物資源学」
平成 23 年度 「穂の国東三河の地域資源と農商工連携の試み」
平成 24 年度 「食の安全、安心と科学の心」
平成 25 年度 「植物の魅力を探る 植物工場の仲間たち」
また、ＩＴや最新営農情報などはＩＴ食農先導士便り：隔月発行（Ｎｏ１～No27：2013 年 3 月末現在）や
ＩＴアグリ通信：毎週配信（No１－No１３１ ： 2013 年 3 月末現在）で随時行った。

(２) 個別評価③実施体制・自治体等との連携
評点

中間評価コメント
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ａ

１）機関が実施した取組において評価できる事項
地域の関連研究機関、大学等からの講師派遣や包括連携協定を締結した愛知県を始めとす
る複数の地域自治体による営農支援、地域の５信用金庫による資金支援など、関係機関との緊
密な連携の下で本プログラムが進められている。また、実務者会議などの各種会議も定期的に
開催されており、プロジェクトの円滑な推進に努めていると評価できる。
２）機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
ブランド化、マーケティング等の面で連携活動をより積極的に行うとともに、外部評価委員と実
施機関との協働体制についてもより整備が図られることを期待する。
中間評価コメントに対応するために実施した施策

１）機関が実施した取組において評価できる事項
地域自治体とは毎年、地域を変えて、IT 農業に関するシンポジウムを開催した。
①平成 20 年度 「東三河ＩＴ食農先導士キックオフシンポ」（H20.10.1：ホテルアソシア豊橋）
②平成 21 年度 「施設園芸の最前線」（H21.10.3：田原市文化会館）
③平成 22 年度 「太陽光型植物工場の現状と課題」（H22.9.25：於：豊川市文化会館）
④平成 23 年度 「施設園芸と農商工連携」（H23.9.23：蒲郡市文化会館）
⑤平成 24 年度 「植物工場と農商工連携、6 次産業化」（H24.9.29：於：新城市文化会館）
また、平成 22 年に豊橋市新規就農者育成支援事業受講生２名を本育成事業で受け入れた。
更に以下のとおり愛知県の「東三河植物工場研究開発拠点構想」への協力事業を行った。
①農林水産省：低炭素施設園芸事業「低炭素型菊の太陽光型植物工場」（H22-25 年度）
②経済産業省：先端技術実証・評価設備整備事業 「自然エネルギー活用型次世代高収量 生産植
物工場の為の新技術の実証設備整備]（H23-27 年度）
③科学技術振興機構：「バイオマス・CO2・熱利用拠点の形成」事業「太陽光型植物工場」
(H23-27 年度）
④豊橋技術科学大学インテリジェントグリーンハウス：太陽光型トマト植物工場（H21 年度）とイシグロ
式人工光型レタス植物工場（H23 年度）の建設
⑤植物工場開発普及研究会の結成（H24.4）：講演会年 12 回の開催
⑥植物工場技術科学研究会の結成（H25.5）：講演会年 4 回の開催
本事業は豊橋技術科学大学先端農業・バイオリサーチセンターが中心となって行っているが、その中
核である「しんきん食農技術科学講座」は地域の 5 信用金庫（豊橋、豊川、蒲郡、岡崎、浜松）の寄付に
よって運営され、その特任教授 三枝正彦が本「東三河ＩＴ食農先導士養成拠点の形成事業」の実務責
任者を担当している。
２）機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
農業情勢は大変厳しい状況にあり、単なる生産でなく、農商工連携や農業の 6 次産業化の推進、施設
園芸の究極の形態である植物工場化が求められている。そこで１）に記載した植物工場に関するシンポジ
ウムや各種植物工場建設、植物工場関係 2 研究会を開設するとともに下記の農商工連携、6 次産業化
に関する事業や人材育成を地域自治体との協力で行っている。
①内閣府 地域の元気再生事業 「廃校と遊休地を利用した水源の里のルネサンス」 （H22 年度）
②農林水産省 新事業創出事業「東三河地域の 6 次産業化推進人材育成事業」（H24 年度）
③農林水産省 新事業創出事業「日本農業を先導する東海地域の 6 次産業化推進人材育成事業」
（H25 年度）
(２) 個別評価④人材養成ユニットの有効性
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評点

中間評価コメント

ａ

１）機関が実施した取組において評価できる事項
地域の現状を反映した植物工場化という戦略は明確であり、修了者に新規営農や食農産業
への一層の参画を促すような養成努力が払われるなら、IT食農産業のリーダーとして活躍する
ことが期待できる。また、IT食農先導士ネットワークの整備や公開シンポジウムの開催、活動内
容の報告「IT 食農先導士便り」等の発行など広報活動も活発に行われている。
２）機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
今後、IT食農先導士の幅広い活躍と、その重要性の全国的な認知に向けた取組を期待す
る。
中間評価コメントに対応するために実施した施策

１）機関が実施した取組において評価できる事項
IT 食農先導士が農商工連携や 6 次産業化、施設園芸の植物工場化に積極的に取り組むように、平
成 22 年度は「太陽光型植物工場の現状と課題」、「植物工場ビジネスの創出に向けて」、平成 23 年度
は「施設園芸と農商工連携」「農商工連携と六次産業化」「ＩＴ農業による穂の国、東三河の活性化」、平
成 24 年度は「植物工場と農商工連携、6 次産業化」などの関連するシンポジウムを開催した。また「食農
先導士便り」隔月発行 No.１～No.27（2013 年 3 月末現在）、「ＩＴアグリ通信」毎週配信 No.１～No.131
（2013 年 3 月末現在）も引き続き発行、配信し、最新の農業情報や IT 情報を提供してきた。また、修了
生や受講生が自由に立ち寄れるように「IT 食農先導士サポートセンター」を設置した。
２）機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
ＩＴ食農先導士が幅広い活躍ができるように「ＩＴ食農先導士ネットワーク」を形成し、平成 22 年度から
修了生が主体となる「シンポジウムとアグリフェア」を毎年開催するとともに、さらにスキルアップするための
下記の人材育成事業を展開してきた。
①経済産業省 産学連携人材育成事業 「ニューアグリビジネス展開のための農商工垂直統合人材
育成」： 通称「植物工場創生塾」（H20-24 年度）
②ＳＥＮＡ植物工場管理経営士の養成（H23 年度）
③文部科学省 地域イノベ 「最先端植物工場マネージャー 育成プログラムの開発及び実施」
（H24－28 年度）
④農林水産省 新事業創出事業 「東三河地域の 6 次産業化推進人材育成事業」(H24 年度）
⑤農林水産省 新事業創出事業 「日本農業を先導する東海地域の 6 次産業化推進人材育成事業」
(H25 年度）
これまで、ホームぺージや農水省のアグリフェア、イノベーション・ジャパン、大学見本市、食農産業クラ
スター推進協議会、地域物づくりフェア、しんきん三遠南信ビジネスフェア、地域再生プログラム実施機
関連絡会議等での展示発表や JA 全農、ＪＡ金沢青年部会、九州大学、静岡大学、早稲田大学、農林水
産省（霞が関）、袋井市や浜松市商工会などからの各種視察を積極的に受け入れることによって、IT 食
農先導士の幅広い活躍とその重要性について、幅広い広報を展開してきた。今後ともあらゆる機会を通
じて、東三河モデルとしての普及活動に取り組む。

(２) 個別評価⑤継続性・発展性の見通し
評点

中間評価コメント
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１）機関が実施した取組において評価できる事項
先端農業・バイオリサーチセンターの大学既存のエレクトロニクス先端融合研究所への組み
込みやNPO法人「IT－Agri」の設立など実施期間終了後の継続的、発展的な人材養成を見据
えた計画が実行されている。
ａ
２）機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
今後、自治体や産業界との一層の連携強化、IT 食農先導士ネットワークやサポートセンタ
ーの更なる活発化を図るとともに、既存組織との連携機動性を高める方策について検討し、実
施期間終了後も高いレベルのIT食農先導士が継続的に養成されることを期待する。
中間評価コメントに対応するために実施した施策
１）機関が実施した取組において評価できる事項
豊橋技術科学大学では、地域連携や地域貢献の充実を図るために、平成 24 年度に社会連携推
進本部を設置した。本事業の実施母体である先端農業・バイオリサーチセンターは一部門として
組み込まれ、本事業は本学の主たる地域貢献事業の一つとして位置づけられている。
本事業は 4 期生で修了の予定であったが、地域の強い要望があり、5 期生 20 名を受け入れた。ま
た、平成 24 年度から 5 年間は、本事業の教材も利用した発展的人材育成事業であり、IT 農業の究極の
形態である植物工場を管理経営ができる「最先端植物工場マネージャー」（定員 10 名）（文科省地域イ
ノベ）を申請し、採択された。そして、この修了生には「植物工場管理経営士」と共に「IT 食農先導士」の
称号を授与することとし、「IT 食農先導士ネットワーク」の更なる強化、発展する仕組みを作り上げた。さら
に、IT 食農先導士の開発した商品の販売や IT 食農先導士の経営相談、技術相談に対応できる NPO
法人「FARMIST」を平成 25 年 2 月に設立した。加えて、地域５信用金庫のご厚意により、本事業の舵取
り役をしている先端農業・バイオリサーチセンターの寄附講座「しんきん食農技術科学講座」の 2 年間の
延長が平成 22 年に、また更なる 3 年間の再延長が平成 24 年に認められた。
２）機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
本事業と後継事業の実務を強いリーダ－シップで先導してきた先端農業・バイオリサーチセンターの
特任教授（地域 5 信用金庫の寄附講座担当）の任期が 2 年後に終了するので、これを継続する資金と
人材をどのように確保するかが重要課題である。現在、植物工場技術科学を研究、教育できる人材を育
成するために、本学環境・生命工学系の博士前期課程に「植物工場技術科学」コースの設置を平成 26
年度文科省概算要求として申請する事を検討中である。また愛知県は豊橋技術科学大学と㈱サイエン
ス・クリエイト等の地域力を結集して、「東三河地域を植物工場開発、研究拠点」とすることを企画してい
る。具体的には東三河県庁を平成 24 年度に設置し副知事を常在させ、東三河地域の農業振興に努め
ている。先端農業・バイオリサーチセンターもこの愛知県の施策に沿って、多くの植物工場に関するシン
ポジウムやセミナー、講演会の開催や植物工場そのもの建設を進めてきた。また平成 22 年には低炭素
施設園芸協議会、平成 23 年にはイノベーティブグリーンハウス研究会、平成 24 年には植物工場開発
普及研究会、平成 25 年には植物工場技術科学研究会を発足させ、大きく貢献している。
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Ⅴ．継続性・発展性の見通し
１．実施機関の取組としての継続性
平成 22 年 5 月に行われた本事業の外部評価委員会で、本プログラム終了後の「IT 食農先導士」養
成事業の継続および修了者のサポートの重要性が指摘された。
これまで、本事業の修了生に対するサポート体制として、修了生には「東三河 IT 食農先導士ネットワ
ーク」を形成させ、修了生同士の連携と連帯感を維持するとともに、毎年修了生主体のシンポジウムとア
グリフェアを実施している。また、豊橋技術科学大学には「ＩＴ食農先導士サポートセンター」を設置し、積
極的に最新の農業情報や経営情報、IT 情報などを毎週配信するとともに、修了生の生産現場訪問を行
い、技術指導や情報提供を行っている。加えて、修了生が地域の産業界で活躍できるように、地域の企
業や自治体、大学等からなる食農産業クラスター協議会が設置されており、修了生を積極的にサポート
する仕組みができている。
事業の継続については、豊橋技術科学大学では、平成 24 年度に社会連携推進本部を設置し、その
中に先端農業・バイオリサーチセンターが一部門として組み込まれた。今後の展開として、工学の農業へ
の応用を目指す「農工部門」研究の強化と工学的技術や思考の農業への移転が計画されており、本事
業の成果を発展的に取り入れた IT と農業の融合研究と人材養成の取り組みが検討されている。
本人材育成は、地域の強い要望もあり、最終年度である平成 24 年度にも 5 期生 20 名を受け入れ、
事業終了後も引き続き人材養成を行っている。一方、本学の研究者によって設立された会社組織豊橋キ
ャンパスイノベーション（TLO）では、経済産業省支援の植物工場コーディネーターを養成する事業「ニュ
ーアグリビジネス農商工垂直統合人材育成」を実施している。これらに加えて、先端的ＩＴ農業としての植
物工場の管理運営のできる人材育成が求められていることから、本「東三河ＩＴ食農先導士養成拠点の形
成」と「ニューアグリビジネス農商工垂直統合人材育成」事業の発展的後継事業として、両事業の教材を
もとに、新たに植物工場の管理運営に関する e-ラーニングを作成し、文部科学省地域イノベーション事
業に「最先端植物工場マネージャーの育成プログラムの開発及び実施」（平成 24－28 年度）を提案し、
採択された。この新事業の修了生には「ＩＴ食農先導士」と「植物工場管理経営士」（平成 25 年 6 月 14 日
商標登録）が授与されることになっており、「東三河 IT 食農先導士拠点の養成」事業の内容が引き継が
れるとともに、「ＩＴ食農先導士」のネットワークは更に強化され、平成 28 年度には、ＩＴ食農先導士 170 名、
植物工場管理経営士 50 名が誕生する予定である。また、豊橋技術科学大学が関わってきたＩＴ食農に
関する人材育成としては、この他に、「ニューアグリビジネス農商工垂直統合人材育成」事業（平成 20－
24 年度）の修了生 68 名、東三河地域の 6 次産業化推進人材育成（平成 24 年度）32 名、「ＳＥＮＡ植物
工場管理経営士の養成」5 名（平成 23 年度）がおり、これらを総計すると平成 27 年度には 300 名近くに
達する。これら人材育成の修了生を組織化して、地域のＩＴ食農産業や農商工連携、6 次産業化の推進
に貢献したいと考えている。
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最新の農業情報とＩＴ情報「ＩＴアグリ通信」を毎週配信
先導士だより（隔月発行）の刊行
農業やＩＴに関する技術相談の受付
農業、ＩＴ関係図書や情報の集積
各種人材育成修了者の活躍状況の把握
ＩＴ農業人材育成修了生合同シンポジウム及びアグリフェアの企画、実施

なお、これら事業の実施責任者である特任教授のポストは、引き続き地域５信用金庫が人件費を負担
して戴くことになり、財政的基盤も人的基盤もほぼ確保されている。
さらに、本学では、究極的ＩＴ農業である植物工場に関する技術科学を研究、教育できる人材を育成す
ることを計画しており、大学院工学研究科環境・生命工学系の博士前期課程に「植物工場技術科学コー
ス」を新設すべく、平成 26 年度概算要求を検討中である。
また、これらの実績を踏まえて、愛知県知事大村ひであき氏の要請もあって、東三河地域を植物工場
の研究、開発拠点にすべく、平成 24 年度には「植物工場開発・普及研究会」を、平成 25 年度には「植
物工場技術科学研究会」を組織すると共に、太陽光型植物工場と人工光型植物工場の技術開発と普及
に努めている。
さらに、本プロジェクトカリキュラムは、本学の正課の学生に公開されており、今後とも学部学生への正
課としての発展も期待される。
２．自治体や地元からの支援による発展性
東三河地域には 28 年にわたる毎月１回の産学官交流サロン（現在 344 回）、10 年余にわたる IT 農業
研究会、5 年にわたる食農産業クラスター推進協議会があり、IT 食農産業に対する理解が進んでいる。こ
れらは、全て国の施策を先取りする組織でもあり、「東三河 IT 食農先導士養成拠点の形成」も地域の自
治体や企業、大学などからこれまで充分支援されてきており、今後も支援され、大きく発展するものと思わ
れる。特に地域５信用金庫（豊橋、豊川、岡崎、蒲郡、浜松）は本事業の舵取り役をしている先端農業・バ
イオリサーチセンターに、寄附講座「しんきん食農技術科学講座」を設置し、本プロジェクトの推進リーダ
ー（特任教授）の雇用を負担し、また修了生には営農支援を積極的に行って、資金的、人的に大きな貢
献をしている。また愛知県は豊橋技術科学大学と㈱サイエンス・クリエイト等の地域力を結集して、「東三
河地域を植物工場開発、研究拠点」とすることを企画している。具体的には東三河県庁を平成 24 年度
に発足し、副知事を常在させ、東三河地域の農業振興に努めている。先端農業・バイオリサーチセンター
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もこの愛知県の施策に沿って、多くの植物工場に関するシンポジウムやセミナー、講演会の開催や植物
工場そのもの建設を進めてきた。また平成 22 年には低炭素施設園芸協議会、平成 23 年にはイノベー
ティブグリーンハウス研究会、平成 24 年には植物工場開発普及研究会、平成 25 年には植物工場技術
科学研究会を発足させ、本プロジェクトの修了生も多数参加し、会の発展に大きく貢献している。それゆ
え、東三河地域は、本プログラムの修了生等が協力して、ＩＴ農業化、植物工場化が進展し、これからも
常に日本農業を先導していくことが期待される。
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