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（参考資料１）類似事例の整理 

 

 前項で整理した八代市フードバレー基本戦略構想の施策の基本方針と将来像

を踏まえ、類似事例を整理・分析する。 

 

１）フードバレーやつしろの地域ブランドづくり 

 

 

 

 

 

 

 

■フードバレーとちぎ 

・地域資源を活用した事業の認定制度と「とちぎ食の回廊づくり」の実践。 

・ファンド事業の実施。 

・食育応援団との連携。 

＜フードバレーやつしろで参考になる点＞ 

〇多様な特産品の魅力化を図るために、「食の回廊」づくりの発想はブランド化・ 

イメージ創出に効果が期待される。 

〇商品開発の前提として、資金的支援制度が必要。 

〇地産地消の取組みと食育との連携が必要。 

■新潟ニューフードバレープロジェクト 

・環日本海地域の拠点としての位置づけのもとに、空港、港、新幹線、高速自動 

車道のメリットを活用し、食産業 No.1都市を目指す。 

※現在、新潟市の食料品製造出荷額は 2,230億円（平成 22年度）で市としては全 

国６位、食料品製造業事業所数は約 250社（平成 22年度）で同じく市としては 

全国７位。この出荷額、事業所数で日本一を目指すことを当面の目標としている。 

・「フードデザイン」による売れる商品・仕組みづくりの推進。 

＜フードバレーやつしろで参考になる点＞ 

○「No.1」を目指すという目標設定。 

〇６次産業化の推進の前提となる「売れる商品・仕組みづくり」を実践するため 

の体制づくりが必要。 

○類似した交通体系から、これらを強みとした戦略設定。 
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２）八代の個性と魅力を発揮できる食の拠点づくり 

 

 

 

■フードパル熊本 

・食品関連企業と熊本市食品交流会館、フードパル公園等により構成され、食品 

づくり体験や工場見学、各種イベント等が開催されている。 

・平成 9年 11月オープンから平成 22年９月末までに 1,100万人以上の来場者。 

・環境事業団（現・環境再生保全機構）から約 58億円で協同組合フードパル熊 

本が譲渡を受け運営。平成 25年に約 27億円の負債を法的整理。運営は株式会 

社フードパル熊本に移管。 

＜フードバレーやつしろで参考になる点＞ 

〇食の情報発信・交流・観光対応による相乗効果を発現する方策が必要。 

〇中長期的に安定して運営できる事業計画立案が重要。（建設費の償還と立地企 

業の負担軽減を両立させる方策検討が必要） 

■新潟ニューフードバレープロジェクト 

・「食と花の交流センター」および「アグリパーク」を整備予定。（産業支援に加 

えて、市民との交流や観光的要素まで考慮） 

・食品リサイクル事業の実施。 

＜フードバレーやつしろで参考になる点＞ 

〇食分野では、産業支援と交流・観光機能を連携することが有効策であると考え 

られる。 

〇食品および地域資源のリサイクル・再生エネルギー利用等が必要。 

■福岡バイオバレープロジェクト・久留米リサーチパーク 

・バイオ関連産業を育成するために、アジア諸国との連携を図りながら、福岡県 

南部の久留米市を中心にバイオベンチャー企業・研究機関等バイオ産業が集積 

した「バイオクラスター」の形成を目指す。 

・研究開発・人材育成の中心的施設として、「福岡バイオインキュベーションセ 

ンター」および「福岡バイオファクトリー」があり、(株)久留米リサーチパー 

クが運営している。 

＜フードバレーやつしろで参考になる点＞ 

〇県のプロジェクトと市の実行体制との関係（県レベルでの拠点施設の集約立地 

による市の拠点性・実働性の確保。県レベルの推進会議と株式会社による実働 

体制の連携。）。 

〇研究開発・人材育成のための拠点的施設が必要。→企業立地促進やベンチャー 

企業育成等につながる。 
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３）八代がアジア・全国とつながっていることが実感できる販路づくり 

 

 

 

４）フードバレーやつしろを実践する体制づくり 

 

■福岡バイオバレープロジェクト・久留米リサーチパーク 

・研究開発・人材育成等の運営は、(株)久留米リサーチパークが担う。（福岡県 

バイオ産業拠点推進会議の実働組織として、(株) 久留米リサーチパークが位 

置づけられている。） 

＜フードバレーやつしろで参考になる点＞ 

〇「くまもと県南フードバレー推進協議会」を基にした開発チーム、プロモーシ 

ョン（広告、販売促進、ＰＲ）チームの組織化が必要。（事業の継続的発展を 

考慮した法人化が望まれる。） 

■横浜港（味噌輸出全国１位）：横浜税関資料 

・味噌工場の多くが長野県や関東地方に点在している中で、これら生産地からの 

流通網が充実していることや、輸出者の物流拠点が置かれていることにより、 

全国１の実績を誇る。 

＜フードバレーやつしろで参考になる点＞ 

〇八代港と九州縦貫自動車道との至近性を活用した、南九州の物産の物流拠点・ 

輸出拠点としての位置づけが望まれる。 

■新潟ニューフードバレープロジェクト 

・環日本海地域の拠点としての位置づけのもとに、空港、港、新幹線、高速自動 

車道のメリットを活用し、食産業 No.1都市を目指す。 

・既存の新潟港の輸出実績をもとに、中国・米国・東南アジア・ロシア等への輸 

出販路の設定。（食品関連企業・ＪＡ等による輸出実績の拡充） 

＜フードバレーやつしろで参考になる点＞ 

〇八代港について、現状では食品輸出入の実績が十分でない中で、新たな輸出拡 

大方策の設定が必要。 
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（参考資料２）食品関連企業へのアンケート調査結果 

 

［ アンケート調査概要 ］ 

 

（１）調査期間    ：平成２５年１２月～平成２６年２月 

（２）配布・回収方法 ：宅急便による配布、郵送による回収 

（３）アンケート配布数：１２５通（『くまもと県南フードバレー推進協議

会』の正会員の『食品・飲料製造業』、『食品卸売・

小売業』および関連業界団体等を対象） 

（４）アンケート回収数： ４７通（回収率３７．６％） 

   ※平成 26年 3月 5日現在 

 

■フードバレー構想に関連して、どのような事業に取り組みたいですか。 

 「販路拡大（59.6％）」「商品開発（46.8％）」が突出しており、次いで「情報

支援（31.9％）」「大手企業とのマッチング（17.0％）」となっている。 

 

項目 割合  【その他】 

・行政手続き。 

・障がい者支援事業（農産物生産・加工・

販売）。障がい者の方の雇用創出。 

・地元のおいしい食品との連携。地元でも

っと食べてもらえるための開発・周知等。 

・仕入先開拓。 等 

１．商品開発 46.8%  

２．販路拡大 59.6%  

３．大手企業とマッチング 17.0%  

４．情報支援 31.9%  

５．その他 17.0%  
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■前述の事業に取り組むにあたり困っていること・その解決策 

 困っていること（課題）としては、①資金不足（設備投資など） ②人材不足 ③

商品開発 ④販路拡大 ⑤施設・設備 といったキーワードに関連したものが主で

ある。 

 解決策としては、補助メニューの創設やその活用に向けた対応支援等といった要望

事項が多い。 

表 具体的記入内容一覧（1／3） 

業種 
設問３－１ 設問３－２ 

困っていること 解決策 

農業 

1・2 年将来と思っているので今のとこ
ろはない 

－ 

グループなので、各個人の栽培面積の
拡大をしていきたいが、現在の補助事
業では集合事業でないと５割補助はな
いので、法人か組合対象でないとなか
なか先に進めないし、機械の更新もな
かなかできない。 

自分たちのグループの考えとしては、とに
かく農機・農舎・ハウス等の補助事業をも
っとわかりやすく取り組みやすい様にし
て頂きたい。 

品質向上や規模拡大の為に設備投資を
行いたいが、大変な金額になるので、
なかなか出来ない。 

八代市や県による新規の補助金を準備し
て欲しい。 

①販路拡大で価格設定が難しい。②地
方と都会でのマージンが違いすぎる。
③大手は、海外の農産物で加工・販売
（日本の 1／10～1／20の人件費）する
が、農家は地元の人件費をかけて商品
を作るため、高いと言われる。農家は
低賃金と競争させられると困る。 

－ 

商品開発に取り組むに当たり、現行の
補助事業では、設備投資ができない。 

設備投資が可能となる、新規の補助事業を
行ってほしい。 

食品・飲料

製造業 

専門分野以外の商品のデザイン、消費
者目線での価格設定が難しい。設備投
資は身の丈に合ったことしかできない
ので補助事業について知りたい。 

－ 

食材探し。当方の要望する品質・価格
の合った物がない。 

－ 

地域資源のＰＲ不足。 
地域のイメージアップにつながる様な事
業および活動を行ってほしい。 

①（商品開発に関して）農産物加工の
コスト高。引きあいはあるのに量産で
きないジレンマを感じる。②（大手企
業とのマッチングに関して）商品の日
持ち・カロリー表示などのハードルが
ある。③（情報支援に関して）求めら
れている商品や事がらの情報整理。 

－ 

開発要員、開発環境（設備、場所）が
ない（資金不足）。資金不足（既存の商
品の増産）により新たに設備を入れら
れない。 

設備投資が可能となる新規の補助事業を
行ってほしい。 
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表 具体的記入内容一覧（2／3） 

業種 
設問３－１ 設問３－２ 

困っていること 解決策 

食品・飲料

製造業 

（続き） 

販路拡大するにあたり、どうしても食
品衛生の為の設備（ハサップ）が容易
ではない。商品開発にあたり、産業技
術センターでの試験がむずかしい。大
学との連携も考えていけたらいいので
はないか。 

食品衛生（ハサップ）を取れる設備がほし
い。 

現行の補助事業内容が不明確 
設備投資が可能となる、新規の補助事業を
行ってほしい（記入例通りです）。 

飲食業 

試作をしたり、冷凍及び冷蔵保存が出
来る共同施設がほしい。瞬間冷凍が出
来る高性能の冷凍庫が共同でも使える
事が出来ればと思います。 

皆、小さな会社ですので、設備投資や運営
が出来ない為、共同で格安で利用出来る設
備を、助成金を各所に出すよりまとめて作
ってほしい。 

個人営業でなかなか運転資金や設備投
資で苦労している。 

－ 

食品卸売・

小売 

人材不足、資金調達。 
経験者を募集し、さらにレベルアップを計
り、人材を育成できる様なシステムを構築
できる様な事業を推進して欲しい。 

加工施設の取組み、商品開発の取組み － 

その他の製

造業 

商品開発は、必ず「売れるパッケージ」
というのが必要不可欠と考えます。そ
の際に、生産者が一番困るのが「デザ
イン」です。デザインをどこに依頼す
るのか？どういうデザインにしたいの
か？さらにはデザイン費用が高い為、
デザインが後回しになり、いい商品が
売れないことが多いように感じます。 

タイアップできるデザイナーやデザイン
会社が絶対に必要です。パッケージメーカ
ーにもデザイナーもどきはいる所が多い
ですが、やはりプロではありません。デザ
イナーにも得意ジャンル・不得意なジャン
ルがあるので、デザイナー選びも重要なポ
イントになってきます。バリエーション豊
かなデザイナーとリーズナブルなデザイ
ン費用を準備すべきだと考えています。 

関係団体 

柑子の加工。洗布５～６ｈａ⇒５０ｈ
ａ→１０００ｈａ位へ目標。休耕田、
山間利用が可。①生産意欲→高齢化・
少子化②収穫まで４～５年間③グリー
ン農業に対し協同防除出来る範囲、農
路側１００ｍ以内④栽培応援隊の組織
（法人）、植付・管理・剪定・収穫等）
⑤処理工場（生果・球加工・ドリンク
等） 

１．新植に対する（苗木・収穫等の営農資
金）。５年、３００万円（１人当り）、返済
10 年間。２．共同駆除施設＝自走式又車
を利用した防除機（延長１００ｍ以内ホー
ス）３．窄汁工場 

研究・教育

機関 

技術相談については、別々の生産者か
ら、同じ内容の相談が入ることがあり、
現場で少し混乱しています。相談件数
を、もっと増やしたいと考えています。 

フードバレー内に生産者から気軽に相談
できるコーナーをつくって、相談内容をま
とめて欲しいと考えています。また、生産
者への技術支援ができることをもっと PR
して頂きたいと考えています。 

その他 

商品開発に取り組むに当たり設備投
資・加工所が現行の補助事業では困難
である。 

設備投資・加工所等が可能となる新規の補
助事業等を行ってほしい。異業種の方との
交流等、情報をえられる場をもうけていた
だきたい。 

－ 設備投資が可能となる新規の補助 
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表 具体的記入内容一覧（3／3） 

業種 
設問３－１ 設問３－２ 

困っていること 解決策 

その他 

茶工場の老朽化で生産量が安定せずに
困っています。設備投資できるほどの
売上が見込め販路拡大が最大の難問で
す。 

補助制度に限りがあるため、利用できにく
いので、新規制のある補助事業を行ってほ
しい。 

販路拡大に向けた取組みをどのように
したら良いか分からない。 

商品の宣伝をさせていただく機会があれ
ばと思います。 

県南地域の WEB サイトを作成致します
が、幅広く告知をするにあたり、人員
が不足しております。 
九州で５０ヶ所、熊本で熊本市・荒尾
玉名・山鹿菊池等、８ヶ所で地域ポー
タルサイトをつくります。 

ハローワーク等、様々な求人を出したいと
思っています。 

業種不明 

販路拡大をどのように進めてよいかわ
からない。 

－ 

商品開発に取り組むに当たり、情報の
収集。 

①近年の食の変化について！②ＴＰＰよ
り想定される食の変化について！③国外
では国の文化と特性等について！ 

 

 

■食品関連産業が集積する産業団地等形成の必要性 

 アンケート対象者が本市の正会員であったため「産業団地がなくても連携で

きればよい（65.1％）」が突出しており、次いで「産業団地は必要であるが、

いまのところ立地の予定はない（23.3％）」、「産業団地は必要であり、条件が

合えば立地したい（9.3％）」の順となっている。 

 

項目 割合  

【その他】 

・農産物加工所 等 

１．産業団地は必要であり、条件が合えば立地したい 9.3%  

２．産業団地は必要であるが、今のところ立地予定はない 23.3%  

３．産業団地でなくても連携できればよい 65.1%  

４．その他 2.3%  
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■産業団地等の望まれる立地場所 

 「インターチェンジの近く（29.8％）」が最も多く、次いで「場所はこだわる

必要はない（19.1％）」「八代港の近く（17.0％）」「生産者の近く（17.0％）」

の順となっている。 

 

 

項目 割合  

【その他】 

・大島石油基地跡 

１．新幹線駅・在来線駅の近く 4.3%  

２．インターチェンジの近く 29.8%  

３．八代港の近く 17.0%  

４．生産者の近く 17.0%  

５．既存の加工業者・流通業者等の立地場所の近く 6.4%  

６．場所はこだわる必要はない 19.1%  

７．その他 4.3%  
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■産業団地に進出する際に最も重要視する内容 

 「土地・用地を取得するための初期設備費用（59.6％）」が最も多く、次いで

｢行政等による支援策（48.9％）｣「交通アクセス（44.7％）」と続いている。 

 

 

項目 割合  

【その他】 

※特になし 

１．土地・用地を取得するための初期設備費用 59.6%  

２．交通アクセス 44.7%  

３．周辺の土地利用状況 12.8%  

４．行政等による支援策 48.9%  

５．その他 4.3%  
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■八代市における『くまもとフードバレー構想』の実現にあたってのご意見 

［戦略の立案］ 

・長期の戦略構想が必要。 

［情報発信・スキルアップ］ 

・食に関するレベルを、関わる人たちがレベルアップする（味・商品・流行・

パッケージ etc・・・）。その為に、まず多くの勉強会に、多くの参加が必要

だと思います。これを機会に、まず知る事・学ぶ事から始めたいです。 

・情報発信の量を増やしてもらいたい！Ｈ２６年度の予定・研修・イベント、

研究会の設立状況など。 

・もっと情報発信をして欲しい。 

・地域全体の盛り上がりが必要だと思います。市民への情報発信を行っていき

たいと思っています。 

［連携強化］ 

・八代市企画戦略部だけでなく、八代商工会議所、八代青年会議所、八代経済

開発同友会やＪＡなど関係する団体とプロジェクトチームを作って頂ければ

八代フードバレー基本戦略構想が実現すると思います。よろしくお願いしま

す。 

・加工業者ですので農家（とまと生産者）の方とのつながりを紹介して頂きた

い。 

［ブランド化・商品開発］ 

・球磨川や不知火海のイメージアップを図り、農産物をブランド化してもらい

たい。新商品開発につなげる為の既存の商品・原材料の見直し・発掘をもっ

と配慮すべきである（新商品や産品の値段・内容の検討）。競争力をいかにつ

けるかも重要である。 

・トマト、晩白柚、い草だけでなく山の幸・海の幸までとり組むことができた

ら１番いいことと思っている。 

・商品開発だけでなく、出口（販売先）の確保がむずかしい。 

・私は、生産者ではありませんが、八代の農産物を利用した商品開発が出来な

いかと考えています。八代地域の農産物や加工品を日本全国に、又はアジア

へ輸出し、農業者の所得向上をめざし、農業後継者が育つことを望みます。 
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［地産地消］ 

・フードバレー構想で、学校給食を、産地直送のやさい・魚を使用出来る様に

出来ないでしょうか。 

［補助メニューの充実］ 

・用地・立物建設に対する補助。 

［地域振興］ 

・八代泉町は山間地域であるため、他地域との環境も違います。しかしながら、

農林水産物のうち、山あいで収穫される食材も豊富です。泉町を活性化させ

ることで、さらに幅広い取組みができるのではないかと思います。 

・泉町、東陽町、坂本町、山間地、中間地において、一大柚子の生産団地（集

田）を計り、柚子の特徴である加工食品の開発、又、泉町の地下水を利用し

た山間地特産（茶・柚子・マタタビ・ドクダミ草・ハチミツ等）を利用して、

地元で製造販売が出来、地産地消及び国内外の観光土産とした開発。 

・地域活性化の為にお力をお貸し頂きたいです。 

［企業誘致］ 

・これまでの熊本市中心部の企業誘致から、県南へ目を向けて貰い大変なチャ

ンスだと思います。その中心は八代市です。設問２にも書きましたが、いろ

いろな形で協力出来ればと考えております。 

［スケジュール］ 

・具体的な成果が表れるまでには、時間が必要であると考えています。技術的

なことも含めて、「くまもと県南フードバレー構想」の発展のために、貢献し

たいと考えています。 

［その他］ 

・すばらしい事業になることを期待しております。可能な限り参加できるよう

にいたします。よろしくお願いします。 
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※食品関連企業へのアンケート調査 調査票 

 

◎以下の各設問についてお答えください。 

 

設問１ 企業・団体名および所在地をご記入ください。 

企業・団体名： 

 

所在地： 

 

設問２ フードバレー構想に関連して、どのような事業に取り組みたいですか。 

    １．商品開発 

２．販路拡大 

３．大手企業とマッチング 

４．情報支援 

５．その他（                                   ） 

 

設問３－１ 上記で選択した事業に取り組むにあたり、困っている事はなんですか。 

（記入例）商品開発に取り組むに当たり、現行の補助事業では、設備投資ができない。 

 

 

 

 

 

 

 

※特にない方は設問４へお進み下さい。 

 

設問３－２ 上記内容の解決策がありましたら、お教え下さい。 

（記入例）設備投資が可能となる、新規の補助事業を行ってほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

※設問４へお進み下さい。 
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設問４－１ 『八代市フードバレー基本戦略構想』では、食品関連産業の集積を高めるために、『食品関

連産業が集積する産業団地（以下、産業団地という）等形成』の必要性を検討しております。

産業団地等の整備について、該当する番号に〇を付けて下さい。 

    １．産業団地は必要であり、条件が合えば立地したい 

    ２．産業団地は必要であるが、今のところ立地の予定はない 

    ３．産業団地でなくても連携できればよい 

    ４．その他（ご記入下さい：                            ） 

 

設問４－２ 産業団地等の望まれる立地場所について、該当する番号に〇を付けて下さい。 

    １．新幹線駅・在来線駅の近く 

２．インターチェンジの近く 

３．八代港の近く 

４．生産者の近く 

５．既存の加工業者・流通業者等が立地している場所の近く 

６．場所はこだわる必要はない 

７．その他（ご記入下さい：                             ） 

 

設問５ 仮に産業団地に進出する場合、最も重要視する内容を２つ選び、該当する番号に 

〇を付けて下さい。 

    １．土地・用地を取得するための初期投資費用 

２．交通アクセス 

３．周辺の土地利用状況（生産者や既存の加工業者の近く など） 

４．行政等による支援策 

５．その他（                                    ） 

 

設問６ 八代市における『くまもと県南フードバレー構想』の実現にあたって、ご意見等ありましたら

ご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 
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（参考資料３）研究・教育機関および関連業界団体への 

ヒアリング調査結果 

 

［ ヒアリング概要 ］ 

 

（１）調査期間    ：平成２６年２月～平成２６年３月 

（２）配布・回収方法 ：宅急便・メールによる配布、郵送・メールによる回収 

（３）配布・回収状況：配布数－１２通、回収数：６通（回収率５０．０％） 

※平成 26年 3月 13日現在 

※都市部への販路開拓・拡大研究会（あさぎり町）については、現時点で調査に対
応できる状況ではないとのことで、すべて「該当なし」と回答されている。 

 

■フードバレー実現に向けてご協力いただける内容 

 

［教育機関Ａ］ 

・下記項目に関する研究成果の提供、技術相談、共同研究、受託研究。 

（１）農産物の有効利用・高度利用（地域産品を用いた酢・焼酎・食用色素などの開発実

績がある） 

（２）未利用農水産資源の有効活用（エイからの貴重有用成分の抽出などの実績がある） 

（３）食品の成分分析（高度な分析機器・培養機器とその利用技術を保有している） 

（４）ＩＣＴ技術による農水産業の高度化 

［研究機関Ａ］ 

・全国で唯一のいぐさの専門研究所として、八代地域の期間作物であるいぐさの畳表はも

とより、新たな開拓に向けた研究を進めている。 

・日本一の生産を誇るトマトの栽培技術等に関する研究も行っている。 

・平成 27年度からは、「くまもと県南フードバレー構想」を支援するための施設として、

新たに「フードバレーアグリビジネスセンター（仮称）」も整備される予定であり、６次

産業化や農商工連携への取り組みを支援していく予定。 

［教育機関Ｂ］ 

・本学は農学部や経営（経済）学部を設置していないため、農業・経営学分野での研究が

不足している。このため、平成２５年４月１日には、産官学連携組織として熊本県内１

４の大学等（高等教育機関）と熊本県、熊本市を正会員とする「一般社団法人大学コン

ソーシアム熊本」を設立し、現在本学が会長校を担っている。 
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［教育機関Ｃ］ 

・今年度、農業アカデミー県南版において、農業機械と農産加工の講座を本校が担当した。

講座では、学校内の敷地や実習室等を使用し、本校職員が一般受講者に指導を行なった。

学校の施設や人材（職員）を活用することは、地域の方々に学校をアピールする、知っ

ていただくという機会でもあったと感じている。 

［教育機関Ｄ］ 

・本学には、工学部・芸術学部・情報学部・生物生命学部・薬学部の５学部があり、研究

等に係る大学の窓口として「地域共創センター」がある。農産物の利活用、品質検査、

情報発信、パッケージ等のデザイン等において、大学にあるシーズを利用しての協力の

可能性がある。具体的な学科としては、農産物の利活用・品質検査等関係は、生物生命

学部の「応用微生物工学科」と「応用生命科学科」・「薬学部薬学科」、情報発信関係は、

情報学部「情報学科」、デザイン関係は、芸術学部「デザイン学科」があげられる。 

 

■上記取り組みを行う上での課題 

［教育機関Ａ］ 

・本校の研究成果の広報が不十分。ニーズとのマッチングが困難。 

［研究機関Ａ］ 

・公設の試験研究機関に対する期待が高まる中で、人員ゃ研究予算の削減により、十分な

成果を上げることが難しくなってきている。 

・現在、外部資金の獲得等による民間企業や大学などとの共同研究を行っているが、今後

は民間企業等からの研究財源を含めた共同研究の申し入れを期待している。 

［教育機関Ｂ］ 

・「一般社団法人大学コンソーシアム熊本」では、加盟校である各大学等が持つ知を集積（例

えば、東海大学農学部、熊本学園大学商学部等との連携）し、地域（熊本県）の活性化

に貢献していくので、八代市も「大学コンソーシアム熊本」への加盟等を含めて、ご理

解と御支援をお願いしたい。 

※八代市では、熊本高等専門学校と中九州短期大学が「大学コンソーシアム熊本」に加

盟している。 

［教育機関Ｃ］ 

・学校での講座は通常高校生が対象であるため、初級者向けの内容となることが多い。 

・学校は設備内容や機材等に乏しく、ステップアップしていくような講座の実施は、職員

の負担等を考えても困難である。 

・学校は年間を通して授業や学校行事が行われているため、日程や実習施設の確保、職員

の配置などについては年度前からの打合せが必要である。 

・新たな取り組みに対する広報機関への強い働きかけを希望する。 
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■研究開発・人材育成のための施設整備の必要性 

 「…条件が合えば立地したい」は回答 0 であったが、その他欄にて、既存の施設活

用に対する意見が 2団体（6団体中）あった。 

 

項目 割合  

【その他】 

・本校キャンパス内もしは隣接地（教

育機関Ａ） 

・アグリビジネスセンター（研究機関

Ａ） 

１．拠点となる施設の必要性は高く、

条件が合えば立地したい 
0.0%  

２．拠点となる施設の必要性は高い

が、今のところ立地の予定はない 
16.7%  

３．各研究・教育機関の連携が図れれ

ば、拠点となる施設は必要ない 
16.7%  

４．その他 

※「わからない」「判断しかねる」

含む。 

66.7%  

 

 

■研究開発・人材育成の拠点の望まれる立地場所 

 「場所はこだわる必要はない（2団体／6団体）」「インターチェンジの近く（1団体

／6団体）」と全般的に具体の場所を望む傾向にはない。 

 

項目 割合  

 

１．新幹線駅・在来線駅の近く 16.7%  

２．インターチェンジの近く 0.0%  

３．八代港の近く 0.0%  

４．生産者の近く 0.0%  

５．既存の加工業者・流通業者等の立地場所の近く 0.0%  

６．場所はこだわる必要はない 33.3%  

７．その他 ※「判断しかねる」含む。 16.7%  

 



参考 － 17 

 

■拠点に進出する際に最も重要視する内容 

 ｢行政等による支援策（4 団体／6 団体）｣が最も多く、次いで｢行政等による支援策（2

団体／6団体）｣と続いている。 

 

項目 割合  

 

１．土地・用地を取得するための初期設備費用 16.7%  

２．交通アクセス 33.3%  

３．周辺の土地利用状況 0.0%  

４．行政等による支援策 66.7%  

５．その他 ※「判断しかねる」含む。 16.7%  
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※研究・教育機関および関連業界団体へのアンケート調査 調査票 

 

◎以下の各設問についてお答えください。 

 

設問１ 研究・教育機関名およびご回答いただいた部署名をご記入ください。 

 

 

設問２ 『熊本県南フードバレー構想』および『八代市フードバレー基本戦略構想』の実現のためには、

八代市内および熊本県内の研究・教育機関の皆様のご協力が不可欠であると考えております。

そこで、フードバレー実現のためにご協力頂ける内容につきまして、研究・教育機関のお立場

で、具体的にご記入下さい。 

 

具体的にご協力頂ける内容をご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問３ 上記取り組みを実施するにあたり、問題・課題になる点（困っている点）や要望事項（解決策）

などがありましたら、具体的内容をご記入下さい。 

 

（記入例）研究開発に取り組むに当たり、現行の補助事業では、設備投資ができない。 

 

 

 

 

 

 

 

※設問４－１へお進み下さい。 

 

 

研究・教育機関名： 

部署名： 
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設問４－１ 『八代市フードバレー基本戦略構想』では、産学官連携による研究開発および人材育成の

ための拠点となる施設整備の必要性を検討しております。研究開発・人材育成のための施

設整備について、該当する番号に〇を付けて下さい。 

    １．拠点となる施設の必要性は高く、条件が合えば立地したい 

    ２．拠点となる施設の必要性は高いが、今のところ立地の予定はない 

    ３．各研究・教育機関の連携が図れれば、拠点となる施設は必要ない 

    ４．その他（ご記入下さい：                           ） 

 

設問４－２ 研究開発及び人材育成の拠点等の望まれる立地場所について、該当する番号に〇を付けて

下さい。 

    １．新幹線駅・在来線駅の近く 

２．インターチェンジの近く 

３．八代港の近く 

４．生産者の近く 

５．既存の加工業者・流通業者等が立地している場所の近く 

６．場所はこだわる必要はない 

７．その他（ご記入下さい：                           ） 

 

設問４－３ 仮に拠点施設に進出する場合、最も重要視する内容を２つ選び、該当する番号に〇を付け

て下さい。 

    １．土地・用地を取得するための初期投資費用 

２．交通アクセス 

３．周辺の土地利用状況（生産者や既存の加工業者の近く など） 

４．行政等による支援策 

５．その他（ご記入下さい：                           ） 

 

設問５ 八代市における『くまもと県南フードバレー構想』の実現にあたって、ご意見等ありましたら

ご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。本調査票を同封の返信用封筒に入れて送付願います 


