オホーツクものづくり・ビジネス地域創成塾
実施予定期間：平成 21 年度～平成 25 年度
総括責任者：横濵 道成（東京農業大学 生物産業学部長）

Ⅰ．概要
北海道網走市は、豊富な農水産資源を基盤とした“原料
供給地”としての要素が強い地域であるが、高次加工分野
の基盤の脆弱さから、潜在的地域資源を十分に活用しきれ
ないという課題を抱えている。
本事業では、食品製造業、販売業、農業、漁業、建設業、
自治体等に従事する社会人を対象とした養成プログラム
（カリキュラム）を実施し、地場産品を利用した食品開発
や知識・技術の修得から創造力を養い、高品質な「オホー
ツクブランド」の商品づくりから産業振興を目指すことの
できる、地域のリーダー的人材「現代の榎本武揚」を養成
しようとするものである。
1.地域の現状と地域再生に向けた取組状況
本学が所在する北海道網走市は、北海道特有の大規模農
業とオホーツク海の豊かな水産資源とが共存し、豊かな生
物資源が賦存する地域である。しかし、網走市では人口の
減少抑制と雇用の創出が地域の課題であり、これらの問題
の解決が地域再生のポイントである。近年、製造業の減少
幅が大きく、第 2 次産業の基盤の強化が求められている。
22.8％という付加価値率は、全国平均 37.5％（2006 年）
に比べると 15％ほど低く、網走市での高次加工による付
加価値向上は地域活性化に不可欠である。そこで網走市で
は、地域経済の活性化と新たな地域産業の創出を目指すた
め、新しい発想やアイデアをビジネスチャンスに変えるた
めの積極的な支援事業として、新製品創出支援事業などを
実施している。
一方、提案機関（東京農業大学）では、産学官連携によ
る地場農水産資源の高付加価値化の取組みとして、地元企
業との共同研究を積極的に行い、地場産品を用いた地ビー
ル開発、鮭・鱒の未利用廃棄部分を有効活用した魚醤油開
発、新たな地域資源・エミューの製品開発（ソーセージ、
卵を利用した生どら焼き、脂肪を利用したエミューオイル
や石鹸）などの実績を有しており、
「オホーツクブランド」
商品の開発に取組んでいる。しかしながら、地域の農水産
資源を活用した全国的な商品は少なく、商品のマーケティ
ング力やデザイン力、さらには営業能力の不足などの課題
がある。そこでこうした能力を有する人材の養成とともに、
競争力の高い商品開発を展開できる地域のリーダーとな
りえる人材の輩出が必要となってくる。
2.地域再生人材創出構想の内容
本提案「オホーツクものづくり・ビジネス地域創成塾」
が目標とする養成人材は、農水産資源が豊富に存在するオ
ホーツクの地域資源を最大限活用した地場産品を利用し
た食品開発や関連する知識の修得から技術力・創造力を養
い、高品質な地域のブランド商品づくりによる地域産業振
興を目指すことのできる、地域のリーダー的人材である。
本事業で実施する養成プログラムは、1 年目のベーシッ
クプログラムの座学では、基礎編として地域産業論、食品
加工論、マーケティング論、ブランド戦略論などを学び、
地域経済の現状や食品生産・販売を行うために必要な知識
を身につける。応用編では、地域の商品開発・販売を戦略
的に学ぶため、地域資源の分析、商品デザインやパッケー
ジング、営業のノウハウ、広告宣伝といったビジネスに必

要な知識やノウハウを幅広く学ぶ。2 年目のスペシャルプ
ログラムでは、「商品開発」を主体とした農水産加工実習
や商品化実習等で構成され、マーケティング実習で実際に
販売できる商品づくりを目指す内容となっている。
事業最終年の平成 25 年度については、事業終了後の継
続に向けた人材養成手法の試験的な年度と位置づけ、実際
に起業・新事業化・新商品開発に意欲的に取り組む方（修
了生など）を対象とした 1 年間の実践的講座として「生物
産業学 MBA コース」を設置し、第 4 期生として選考・受
入を行うこととしている。
このような養成プログラムを通じて商品の企画・開発か
ら販売までの一連の知識・技術を有した地域のリーダー的
人材を養成する。また、養成された人材が開発した商品や
地場産品を活用した商品を販売するためのアンテナショ
ップを設置し、商品販売のサポートも行っていく。
また、この人材養成プログラムへの参加を通して、ビジ
ネスパートナーを見つけてビジネス展開することを視野
に入れた人材も積極的に受入れるものとし、人材養成ユニ
ットの設置機関である東京農業大学生物資源開発研究所
オホーツク実学センターを、網走市における食品関連ビジ
ネスの拠点及び人材交流の場として活用できる態勢を構
築することを目指す。
3.自治体との連携・地域再生の観点
連携自治体である網走市では、産学官連携などにより、
地域の優良な資源の高付加価値化を目指して、
「オホーツ
クブランド」の創出に努め、農産物高次加工研究所などを
拠点に、加工品開発研究や地域経済の活性化と新たな地域
産業の創出を目指して、「事業化等スタートアップ支援事
業」
、
「新製品創出支援事業」、
「ものづくりフォローアップ
事業」
、
「新製品等プロモーション支援事業」など、本学や
道の研究機関などと連携しながら、「起業」から「ものづ
くり」関わる調査・研究、開発、製品の改良、販路拡大を
サポートしている。
本事業による人材養成では、これまで網走市を中心に展
開されてきた産学官連携による「ものづくり」を拡充する
ことによって、優れた加工技術とマーケティング力を備え
た地域のリーダー的人材「現代の榎本武揚」の養成につな
げる。具体的には、本事業の運営にかかわって事業目標、
推進体制、進捗状況、活動成果などを統括する中核として
の人材育成事業運営委員会に参画し、必要とされる人材養
成や加工品開発、地域再生に対して積極的な提案を行うな
ど、本事業を推進する上で重要なポジションに位置する。
これは、単なる「ものづくり」にとどまってきたこれまで
の事業を見直して、綿密な市場調査や商品のコンセプトの
明確化など、十分なマーケティングを経てから、自ら地域
資源に付加価値をつけて商品を地域内外に売り込むこと
のできる人材を養成し、これによって「オホーツクブラン
ド」や新たな地域産業の創出による地域再生を目指すもの
である。
4.3 年目における具体的な目標
本事業では 2 年目より養成プログラムを開始し、毎年
15 名の受講生を募集し、2 年間を一つの養成期間とするこ
とから、3 年目が終了する時には第 1 期の修了生を 15 名
輩出することを目標とする。養成修了者は優れた加工技術
とマーケティング力を備え、具体的な商品開発やビジネス
モデルの立案に関するプレゼンテーションを行えるレベ
ルにまで達することを目標とする。

また、３年目には、本事業を継続的に取組むための事業
内容及びカリキュラム内容の評価と見直しを行うととも
に、網走市の「事業化等スタートアップ支援事業」等のサ
ポート体制を見直しと強化を行うことにより、養成修了者
の事業化・新規商品開発等が行いやすい地盤を形成する。
さらに、本事業の従事者による研究開発及び受講生による
新商品開発の成果として、３品以上の地場産品を利用した
商品を開発し、地域の市場に流通させることを中間目標と
して設定している。
5.実施期間終了時における具体的な目標
本事業の終了時（5 年目）には、地場産品を利用した商
品開発、地域住民への技術・知識の提供、新規事業化など
といった面で地域活性化に貢献することのできる地域の
リーダー的人材を 40 名以上（最大 45 名）の地域に輩出
することを目標とする。
また、商品開発の面においては、本事業の従事者による
研究開発及び受講生による新商品開発の成果として、6 品
以上の地場産品を利用した商品を開発して市場に送り出
し、全国的にも認識されるような人気商品を生み出し、地
域の活性化に貢献することを目指す。
6.実施期間終了後の取組
本事業終了後には、東京農業大学が主体となって関係機
関と連携しながら、本学の生物資源開発研究所において実
学教育プログラムを担当しているオホーツク実学センタ
ーを中核としながら、地域のニーズに応じた人材養成事業
を継続的に展開する。
また、実施期間終了後は養成修了者のサポート体制を強
化し、商品開発に関するアドバイスや協力などの面で継続
的に支援を行い、地域の商品開発・販売から地域活性化を
目指すことのできる地盤を形成する。
7.期待される波及効果
本事業は、これまで網走市を中心に展開されてきた産学
官連携による「ものづくり」事業を拡充することによって、
新たな「オホーツクブランド」商品の開発、同業種連携・
異業種連携の強化、新たな産業の創出、雇用機会の拡大等
を図るものである。これまで展開されてきた“原料供給基

地”としての「ものづくり」にとどまってきた事業を見直
すために、市場調査や商品のコンセプトの明確化ができる
人材を養成することで、「オホーツクブランド」を代表す
る商品の開発が期待される。また、産業の面においては、
地場産品の高付加価値化を実現することができれば、地域
の基盤産業である農業や水産業の活性化や、食品製造業と
いった関連産業における雇用の拡大も期待できる。
8.システム改革の実現性とその実施体制
本ユニットは、東京農業大学生物資源開発研究所オホー
ツク実学センターを中核として、地元自治体の網走市との
連携により、オホーツク地域の豊富な農水産資源に新たな
付加価値を付与し単に商品開発を行うだけではなく、マー
ケティングや消費者ニーズを重視した新製品開発に寄与
する人材を創出することを目的とし、新商品開発や新ビジ
ネスの創出が可能な体制づくりを目指している。人材養成
を実施する講師は、これまで地域と共同研究やコーディネ
ート活動を行ってきた本学の教員と学外からの専門講師
である。
そして、総括責任者を学部長（生物資源開発研究所長）
が務め、運営にあたってはオホーツク実学センター長を中
心とした人材育成事業運営委員会を組織し、地元自治体を
はじめとして各産業のコーディネーターを担う農協、漁協、
商工会議所、観光協会等の協力により連携体制を整えてい
る。本ユニットのオホーツク実学センターには専任研究員
を 3 名配置し、地域や地元企業からのニーズを反映したカ
リキュラムを構築することが可能となっている。
こうした本ユニットが実施するシステム改革は、地元ニ
ーズのサルベージを十分に実現したかたちで行われてお
り、本事業で養成される地域のリーダー的人材「現代の榎
本武揚」は、優れた加工技術とマーケティング能力を備え、
これまで培われてきた産業基盤をもとに様々な変化やニ
ーズに対応し成長することのできる産業の振興を担う。そ
して「オホーツクブランド」の創出を足がかりに、新たな
産業の創出や雇用機会の拡大など、地域の経済的自立性を
高め、“原料供給基地”から脱却した地域活性化への寄与
が期待される。
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9.各年度の計画と実績
a.平成 21 年度
(1)計画
(a)人材養成事業に向けた準備
人材養成業務に従事する専任研究員を採用し、本事業の
全体の統括を担い、事業目標、推進体制、進捗状況、修了
認定などを行う人材育成事業運営委員会を設置する。この
人材育成事業運営委員会に事務局を設置し、企画・運営チ
ームとカリキュラム作成チームを組織する。企画・運営チ
ームでは、事業の運営、管理、予算確保、ＰＲ活動を実施
し、カリキュラム作成チームでは、養成プログラム（カリ
キュラム）の構築、講師の選定を行う。さらに、事業化・
商品化などについて的確な指導と助言を行う組織として
事業化・商品化推進タスクフォースを編成する。そして、
意欲の高い受講者を募ることを目的として、模擬講義・実
習を実施し、養成プログラムの改善といっそうの充実化を
図る。また、専用のホームページを開設し、本事業を学内
外に対して広く情報発信し、
「募集要項」を作成して 1 期
生の受講生を募集し、養成対象者を選考する。
(b)地域資源を活用した新商品開発に係わる調査
オホーツク地域の豊富な生物資源（農畜産物・水産物）
の利用の可能性、高次加工による付加価値を付けた資源利
用の方向性、消費者ニーズの把握としてマーケティング調
査を含めた多様な販売・流通チャネルの設計に関する調査
を行い、その成果を養成プログラムの構築へと活用する。
(c)オホーツクものづくり・ビジネス創成シンポジウム
オホーツク地域の生物資源を最大限活用した食品開発
やビジネスモデルの構築を支援するための人材養成を行
う本事業を地元自治体や企業に広くアピールし、受講生の
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募集告知を行うために、オホーツクものづくり・ビジネス
創成シンポジウムを一般市民公開で開催する。
(2)実績
(a)人材養成事業に向けた準備
人材養成業務に従事する専任研究員 3 名を採用し、人材
育成事業運営委員会を設置した。この人材育成事業運営委
員会に事務局、企画・運営チーム、カリキュラム作成チー
ムを組織し、事業計画や養成プログラム（カリキュラム）
の構築を行った。この人材育成事業運営委員会は 5 回開催
した。さらに、事業化・商品化推進タスクフォースを編成
した。
養成対象者を募集するために模擬講義・実習を 2 回（平
成 22 年 2 月 6 日、22 日）実施した（40 名参加）
。その結
果、募集人員 15 名に対し、応募者は 44 名にのぼり、選
考の結果、35 名を第 1 期生として選考した。
(b)地域資源を活用した新商品開発に係わる調査
オホーツク地域の豊富な生物資源（農畜産物・水産物）
の利用の可能性、高次加工による付加価値を付けた資源利
用の方向性、消費者ニーズの把握としてマーケティング調
査を含めた多様な販売・流通チャネルの設計に関する先進
事例調査を行い、養成プログラムへの構築へと繋げること
ができた。
(c)オホーツクものづくり・ビジネス創成シンポジウム
平成 21 年 12 月 4 日に受講生の募集告知を含めたオホ
ーツクものづくり・ビジネス創成シンポジウム（東京農業
大学オホーツク実学センター公開シンポジウム 2009）
「オ
ホーツクのものづくりと地域再生に向けた人材育成」を一
般公開で実施し、約 120 名が参加した。基調講演は本事業
の顧問を務める小泉武夫氏が務めた。パネルディスカッシ

ョンでは「オホーツクものづくり・ビジネス地域創成塾」
の事業内容やカリキュラム内容を紹介し、多くの参加者に
周知をすることができた。
b.平成 22 年度
(1)計画
(a)人材養成事業の実施
構築された養成プログラム（カリキュラム）により、4
月から 1 期生 1 年目のベーシックプログラム（年間 30 コ
マ）を開講する。ベーシックプログラムは、基礎編（4 月
～7 月）と応用編（11 月～2 月）と 2 期に分けて実施する。
また、人材育成事業運営委員会を定期的に実施し、養成プ
ログラムの検証および改善を実施する。事業化・商品化推
進タスクフォースを軌道にのせ、養成対象者の商品開発計
画等を多方面から支援する。そして、1 月からは 2 期生の
募集を実施し、選考を行って養成対象者を確保する。
(b)地域資源を活用した新商品開発に係わる調査
前年度に引き続き、オホーツク地域の豊富な生物資源（農
畜産物・水産物）の利用の可能性、高次加工による付加価
値を付けた資源利用の方向性、消費者ニーズの把握として
マーケティング調査を含めた多様な販売・流通チャネルの
設計に関する調査を行い、その成果を養成プログラムの改
善につなげるとともに、地域企業との商品開発にかかわる
共同研究を促進する。
(2)実績
(a)人材養成事業の実施
第 1 期生 35 名に対し、養成プログラム（カリキュラム）
の 1 年目のベーシックプログラムを実施した。さらに人材
育成事業合同交流セミナー「地域資源の付加価値戦略を考
える」
（8 月 1･2 日）を東京農業大学が主催して実施し、
北見工業大学及び帯広畜産大学の受講生を含めて総勢 92
名の参加を得ることができた。第 1 期生に対しては、年度
末（平成 23 年 3 月 26 日）には中間報告会を開催し、受
講生による商品化・事業化に向けた今後の目標・計画が報
告された。この際に 1 年目の到達度を把握するために、最
終講義の際に受講生に対してアンケートを実施し、習熟度
やスキルアップの自己評価を実施した。
人材育成事業運営委員会は 3 回開催し、事業運営状況の
把握や養成プログラムの検証と同時に改善を図った。事業
化・商品化タスクフォース委員会は 4 回開催して、受講生
等や機関が取り組む事業化・商品化の可能性を検討し、事
業化・商品化に向けた指導・助言等を行った。
養成対象者を募集するために東京農業大学オホーツク
実学センター公開シンポジウム（平成 22 年 12 月 4 日）、
募集説明会（平成 23 年 1 月 8 日）と模擬講義・実習（平
成 23 年 2 月 22 日）を実施した。その結果、募集人員 15
名に対し、応募者は 34 名にのぼり、選考の結果、30 名を
第 2 期生として選考した。
(b)地域資源を活用した新商品開発に係わる調査
前年度に続き、オホーツク地域の豊富な生物資源（農畜
産物・水産物）の利用の可能性、高次加工による付加価値
を付けた資源利用の方向性、消費者ニーズの把握としてマ
ーケティング調査を含めた多様な販売・流通チャネルの設
計に関する先進事例調査を行い、養成プログラムへの構築
へと繋げることができた。なお、東京農業大学世田谷キャ
ンパス「食と農」の博物館で、6 月 18 日よりオホーツク
キャンパスの技術協力によって開発された地域商品を展
示する展示棚「オホーツク物産物語」を設置した。また、
これらの地域商品の商品カタログを作成し、東京農業大学
内の生活協同組合の販売コーナーを拡充した「オホーツク
物産コーナー」を開設しアンテナショップとしての機能を
充実できた。

c.平成 23 年度
(1)計画
(a)人材養成事業の実施
前年度に引き続き、4 月から 2 期生 1 年目のベーシック
プログラム（年間 30 コマ）を開講すると同時に 1 期生 2
年目のスペシャルプログラム（年間 30 コマ）を開講する。
年度終了時には 1 期修了生を 15 名輩出する。また、人材
育成事業運営委員会を定期的に実施し、養成プログラムの
検証および改善を実施する。事業化・商品化推進タスクフ
ォースの成果を踏まえ、養成対象者の商品開発を実現化さ
せる。そして、1 月からは 3 期生の募集を実施し、選考を
行って養成対象者を確保する。
(b)地域資源を活用した新商品開発に係わる調査
前年度に引き続き、オホーツク地域の豊富な生物資源
（農畜産物・水産物）の利用の可能性、高次加工による付
加価値を付けた資源利用の方向性、消費者ニーズの把握と
してマーケティング調査を含めた多様な販売・流通チャネ
ルの設計に関する調査を行い、その成果を養成プログラム
の改善につなげるとともに、地域企業との商品開発にかか
わる共同研究を促進する。
(2)実績
(a)人材養成事業の実施
第 2 期生 30 名を受け入れ、1 年目のベーシックプログ
ラムを実施した。第 1 期生は 2 年目のスペシャルプログラ
ムを実施した。また、第 1 期生に対して成果報告会（平成
23 年 2 月 5 日）を実施し、受講生による事業化・商品化
に関するプレゼンテーション等を審査し、23 名の修了生
を輩出した。第 2 期生に対しては、中間報告会（3 月 10
日）を実施し、今後の事業化・商品化の目標・計画が報告
された。第 1 期修了生に対しては、習熟度と学びのニーズ
を把握するアンケートを実施した。
人材育成事業運営委員会は 3 回開催し、事業運営状況の
把握や養成プログラムの検証と同時に改善を図った。事業
化・商品化タスクフォース委員会は 11 回開催して、受講
生等や機関が取り組む事業化・商品化の可能性を検討し、
事業化・商品化、販路拡大に向けた指導・助言等を行った。
受講生の取り組み成果を公表しつつ、第 3 期の養成対象
者を募集するためにオホーツク実学センター公開シンポ
ジウム（平成 23 年 11 月 26 日）を実施し、受講生 3 名が
取り組みを報告した。募集説明会は網走市内で 2 回（平成
24 年 1 月 14 日、2 月 14 日）実施し、模擬講義・実習（2
月 25 日）を実施した。その結果、募集人員 15 名に対し、
応募者は 35 名、選考の結果、第 3 期生 32 名を選考した。
なお、中間評価の結果を踏まえ、マーケティング関連、
ビジネスプラン作成のカリキュラムの充実を図った。
(b)地域資源を活用した新商品開発に係わる調査
オホーツク地域の豊富な生物資源（農畜産物・水産物）
の高次加工による付加価値を付けた資源利用の方向性に
関する調査、地域再生と雇用創出に関する先進事例調査
（島根県海士町等）を行い、養成プログラムへの構築へと
繋げることができた。受講生及び機関における新商品開発
の成果は、7 商品 3 事業が実現されている。
d.平成 24 年度
(1)計画
(a)人材養成事業の実施
3 期生 1 年目のベーシックプログラム、2 期生 2 年目の
スペシャルプログラムを開講し、第 2 期修了生を輩出する。
人材育成事業運営委員会を開催し、養成プログラムの検
証および改善を実施する。事業化・商品化推進タスクフォ
ースでは、養成対象者の商品開発を継続的に実現化させる。

さらには養成修了者のサポート体制を整備し、第 4 期受講
生を募集する。
(b)地域資源を活用した新商品開発に係わる調査
オホーツク地域の豊富な生物資源（農畜産物・水産物）
の利用の可能性、高次加工による付加価値を付けた資源利
用の方向性、マーケティング調査を継続的に実施する。
(2)実績
(a)人材養成事業の実施
第 3 期生 31 名を受け入れ、1 年目のベーシックプログ
ラムを実施した。第 2 期生は 2 年目のスペシャルプログラ
ムを実施した。また、第 2 期生に対して成果報告会（平成
24 年 1 月 26 日）を開催し、受講生による事業化・商品化
に関するプレゼンテーション等の審査を行い、25 名の修
了生を輩出した。加えて、習熟度と学びのニーズを把握す
るアンケートを実施した。第 3 期生に対しては、中間報告
会（3 月 10 日）を実施し、今後の事業化・商品化の目標・
計画等の審査を行った。
人材育成事業運営委員会は 3 回開催し、事業運営状況の
把握や養成プログラムの検証と同時に改善を図った。事業
化・商品化タスクフォース委員会は 9 回開催して、受講生
等や機関が取組む事業化・商品化の可能性を検討し、事業
化・商品化、販路拡大に向けた指導・助言等を行った。
受講生の取り組み成果を公表しつつ、第 4 期の養成対象
者を募集するためにオホーツク実学センター公開シンポ
ジウム（平成 24 年 10 月 27 日）を実施し、第 1 期修了生
1 名が取り組みを報告した。募集説明会は網走市内で 2 回
（平成 25 年 1 月 18 日、2 月 9 日）実施した。その結果、
10.年次計画
項目
人材養成業務従事予
定者の招へい

募集人員 5 名程度に対し応募者は 13 名であり、面接およ
び書類選考の結果、9 名を「生物産業学ＭＢＡコース」の
受講生に選考した。
(b)地域資源を活用した新商品開発に係わる調査
オホーツク地域の豊富な生物資源（農畜産物・水産物）
の高次加工による付加価値を付けた資源利用の方向性に
関する調査、地域再生と雇用創出に関する先進事例調査等
を行い、養成プログラムへの構築へと繋げることができた。
受講生及び機関における新商品開発の成果は、11 商品 4
事業が実現されている。
e.平成 25 年度
(1)計画
(a)人材養成事業の実施
4 期生の「生物産業学ＭＢＡコース」を新たに開設する
と同時に 3 期生 2 年目のスペシャルプログラムを開講し、
第 3 期・第４期修了生を輩出する。
人材育成事業運営委員会では、事業終了後における継続
的な人材養成事業の体制を連携自治体とともに構築する。
事業化・商品化推進タスクフォースの成果を踏まえ、養成
対象者の商品開発を実現化させる。
(b)地域資源を活用した新商品開発に係わる調査
オホーツク地域の豊富な生物資源（農畜産物・水産物）
の高次加工による付加価値を付けた資源利用の方向性や
マーケティング調査を実施し、地域企業との商品開発にか
かわる共同研究を継続する。
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(1)地域資源の掘り起
こしや量的把握
(2)地域資源の高次加
工
(3)地域ブランド商品の
流通チャネルの把握
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