
（様式１）

①学校名： 大学 ②所在地：

③課程名：
④正規課程／履修
証明プログラム：

⑤開設年月日：

⑥責任者： ⑦定員： ⑧期間：

⑨申請する課程
の目的・概要：

⑩４テーマへの
該当の有無

⑪履修資格：

⑫対象とする職
業の種類：

⑬身に付けるこ
とのできる能力：

⑭教育課程：

⑮修了要件（修
了授業時数等）：

⑯修了時に付与さ
れる学位・資格等：

⑰総授業時数： 160 時間
⑱要件該当授
業時数：

157
該当
要件

1,2,3,4

⑳成績評価の方法：

㉑自己点検・評
価の方法：

㉒修了者の状況に
係る効果検証の方
法：

食品産業従事者

22名程度
（直近修了者数：10名）

「食品製造・加工」、「マネジメント」、「品質管理」、「食品機能」について、先ずは座学により基本的な知識を
習得する。この中でワークショップやディスカッションを取り入れ、受講生同士のバックグラウンドやニーズの
理解により自らの課題の発見と解決に向けた思考を醸成する。さらに、課題解決に資する具体的手法を
「実験技術」や「現場実践学」により学ぶことにより、課題発見・解決能力を修得させる。
土佐FBC-BBコース
「食品製造・加工」、「マネジメント」、「品質管理」、「食品機能」、「実験技術」および「現場実践学」、「食Pro.
特別プログラム」

地方創生
（地域活性化）

職業実践力育成プログラム（ＢＰ）への申請について

高知大学長 1年

土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業（土佐FBC）は、高知県の食品産業の中核を担う専門人材及
び高知県の食品産業の拡充に資する基礎人材の育成と、研究開発の基礎となる知識・技術力を有した食
品産業従事者を育成することを目的に、地域の産学官が連携し、食品製造・加工や品質管理技術等の食
品の技術に関する講義、マーケティングや経営学、ファイナンスなどマネジメント等に関する講義、および現
場レベルの実習等からなる教育プログラムである。

土佐フードビジネスクリエーター
人材創出事業（土佐FBC）BBコース

平成25年4月1日
（欄外補足説明）

高知県高知市曙町二丁目５番１号

履修証明プログラム

高知

平成29年10月27日

⑲要件該当授業時数
　　／総授業時数：

98%

（１）所属長の推薦を得られる者
（２）大学に在籍されている学生は指導教員の推薦が得られる者
（３）研修プログラムに８割以上参加可能な者

「食品製造・加工」、「マネジメント」、「品質管理」、「食品機能」の座学および「実験技術」、「現場実践学」の
実習においては、レポート提出またはテストを課し、授業目標に定める達成度を評価する。

自己点検・評価としては学内に「評価改革機構」を設け、「組織評価」と「個人評価」を毎年度実施している。
中でも、「組織評価」においては、各部局における教育・研究・社会貢献・学部等運営・診療における等の諸
活動が、各部局の理念と目的を実現するために、どれだけの成果をあげているかを自己点検・評価するも
のとして位置づけており、土佐FBC事業においても、実施部局である地域連携推進センターの諸活動として
毎年度、自己点検・評価を行い、高知大学のホームページで公表している。
加えて、土佐FBC事業に関しては、上述の自己点検・評価とは別に、学外者（3～4名の委員）で構成される
外部評価委員会を設置しており、原則年1回程度、自己評価書をもとに書面評価やヒアリングを通じた外部
評価を実施している。委員は評価の視点が偏らないよう、教育的視点、産業振興の視点、修了生としての
視点など、多様性を持たせている。外部評価結果や指摘事項対応については、土佐FBCのホームページで
公表している。

（身に付けられる知識、技術、技能）
食品製造・加工、マネジメント、品質管理、食品機能の知
識・技術・技能および実験技術・現場実践

（得られる能力）
食品の製造、加工、販売における課題発見・解
決能力

修了生全員にアンケートの実施（年1回）や、土佐FBCに受講生を送り込んでいる企業の経営層や修了生
に対し、個別訪問ヒアリングを実施しするなど、習得した能力を活かした活動の状況や修了生の活躍方策、
新たな商品開発や売上、転職状況等を把握している。また、修了生は同窓会組織である「土佐FBC倶楽
部」に所属し、年4回、セミナー形式の会合に参加するなど、属人的ネットワークも状況の把握・検証に活用
している。

研修プログラムの８割以上の出席、試験結果、レポート提出状況にもとづき、「教育専門部会」及び「企画運
営委員会」の審議を経て認定。

履修証明書及び修了証書「土佐フードビジネスクリエーター（土佐FBC-BB）」



㉓企業等の意見
を取り入れる仕
組み：

㉔社会人が受講
しやすい工夫：

㉕ホームページ：

事務担当者名： 所属部署：

連絡先：

＊パンフレット等の申請する課程の概要が掲載された資料を添付してください。

（電話番号）088-844-8454
（E-mail）kt03@kochi-u.ac.jp

研究国際部地域連携課域学連携推進係

（教育課程の編成）
修了生アンケートや個別訪問ヒアリングで聴取した企業等からの要望に基づき、ニーズを踏まえた教育課
程を策定するとともに、教育課程を審議する組織として、土佐FBC企画運営委員会内に「教育専門部会」を
設置し、授業内容や講師選定について毎年ブラッシュアップを実施している。また、本部会の委員に高知県
工業技術センター職員や企業経営者が参画し、意見を取り入れるだけでなく協働で教育を担う体制を構築
している。
（自己点検・評価）
前述の「外部評価委員会」の委員に高知県産業振興センターや高知県商工会議所等の機関が参画してい
る。また、土佐FBCの実施を担う「企画運営委員会」においても、委員として本学関係者7名に加え、自治
体、企業、JA、地銀等のステークホルダーから12名が参画し、事業改善提案や協働体制の構築など、土佐
FBCの企画・運営にかかる中核的な部分で様々な意見を取り入れる仕組みが構築されている。

授業時間帯は基本的に夜学を設定しており、業務の都合で急遽欠席した場合も、ビデオ映像で補講ができ
る体制を構築している。また、受講申し込み時には所属長の推薦を得ることを要件としており、受講しやす
い環境を受講生側からも担保している。加えて、いくつかの地方公共団体からは、受講料の一部が支援さ
れるなど、地域との協力体制を構築している。（平成29年度に「厚生労働省専門実践教育訓練」指定講座
申請予定）

（ＵＲＬ）http://www.ckkc.kochi-u.ac.jp/~ckkc0001/tosafbc/

小島　真一



（様式２）

学校名： 高知大学 157

課程名： 土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業（土佐FBC）BBコース 0.98

分類 科目名 配当年次 授業時数・単位数 企業等 双方向 実務家 実地 担当教員・実務家名 教員・実務家の所属

必修 食品製造工学 3.0 ○ ○ 久塚　智明 ㈱FBTプランニング

必修 食品加工学 3.0 ○ ○ 福留　奈美 フードコーディネーター・お茶の水
女子大学専門食育士(上級)

必修 食品加工学 3.0 ○ ○ 森山　洋憲 高知県工業技術センター

必修 食品化学 12.0 ○ 受田　浩之 高知大学　総合科学系　生命環
境医学部門 （実務家教員）

必修 発酵化学 6.0 ○ 吉金　　優 高知大学　地域連携推進セン
ター（土佐ＦＢＣ） （実務家教員）

必修 フードビジネス概論 3.0 ○ 門田　直明 コーライフ・クリエイツ㈱

必修 知的財産管理 3.0 ○ 下方　晃博
高知大学　地域連携推進セン
ター
知的財産部門（実務家教員）

必修 マーケティング 3.0 ○ 平島　輝之 高知商工会議所

必修 マーケティング 1.5 ○ ○ 松田　高政 ㈱こうち暮らしの楽校

必修 マーケティング 1.5 ○ 村瀬　儀佑 高知大学・高知工科大学

必修 マーケティング 1.5 ○ ○ 久塚　智明 ㈱FBTプランニング

必修 マーケティング 1.5 ○ 新村　茂夫 行動論理設計事務所

必修 マーケティング 3.0 ○ 山口　和紀 ジェトロ高知

必修 マーケティング 3.0 ○ 峠　篤士 高知県産業振興センター

必修 マーケティング 1.5 ○ 春田　聖史 ㈱スウィーツ

必修 マーケティング 1.5 ○ 石川　靖 ㈱土佐山田ショッピングセンター

必修 商品企画開発実践論 6.0 ○ ○ 中島　和代 ㈱なかじま企画事務所

必修 顧客価値創造論 6.0 ○ ○ 小松　弘明 ソフトブレーン・サービス㈱

必修 販売戦略論 6.0 ○ ○ 奥谷　敦子 奥谷商売研究所

必修 食品分析学 3.0 ○ 島村　智子 高知大学　総合科学系 生命環境
医学部門 （実務家教員）

必修 食品分析学 3.0 ○ 土居　幹治 マルトモ㈱

必修 食品分析学 3.0 中島　悦子 高知大学　地域連携推進セン
ター（土佐ＦＢＣ）

必修 食品衛生学（ＨＡＣＣＰ含む） 12.0 ○ 宮本　敬久 九州大学大学院　生命機能科学
部門 （実務家教員）

必修 食品衛生学（ＨＡＣＣＰ含む） 1.5 ○ 小野　邦桜 高知県食品・衛生課

必修 食品衛生学（ＨＡＣＣＰ含む） 1.5 ○ 北村　有加 高知県地域農業推進課

必修 食品学 3.0 ○ 森山　洋憲 高知県工業技術センター

必修 食品学 3.0 ○ 沢村　正義 高知大学　地域連携推進セン
ター （実務家教員）

授業科目の概要について

要件該当授業時数：

要件該当授業時数／総授業時数：



分類 科目名 配当年次 授業時数・単位数 企業等 双方向 実務家 実地 担当教員・実務家名 教員・実務家の所属

必修 食品機能学 3.0 ○ 渡邊　浩幸 高知県立大学　健康科学部
（実務家教員）

必修 食品機能学 3.0 ○ 西沢　邦浩 ㈱日経BP

必修 食品機能学 3.0 ○ 作田　圭亮 小川香料㈱

必修 生理・薬理学 3.0 ○ 今村　　潤 高知大学　医療学系　臨床医学
部門 （実務家教員）

必修 生理・薬理学 3.0 ○ 竹内　啓晃 高知大学　医療学系　臨床医学
部門 （実務家教員）

必修 実験技術（一般技術） 6.0 ○

必修 実験技術（色分析） 3.0 ○

必修 実験技術（微生物検査） 3.0 ○

必修 実験技術（統計・プレゼン） 6.0 ○

必修 現場実践学（食品加工1） 2.0 ○ ○ ○ 高知県工業技術センター

必修 現場実践学（食品加工2） 2.0 ○ ○ ○ 高知県工業技術センター

必修 現場実践学（衛生管理） 4.0 ○ ○ ○

必修 現場実践学（食品加工3） 4.0 ○ ○ ○

必修 現場実践学（視察） 4.0 ○ ○ ○

必修
食Pro.特別プログラム（農産
物現場実習）

3.0 ○ ○ 中村　文隆 南国スタイル㈱

必修
食Pro.特別プログラム（物流セ
ンター視察）

1.5 ○ ○ 朝倉　和也 旭食品㈱

必修
食Pro.特別プログラム（物流セ
ンター視察）

1.5 ○ ○ 松本　美佐 旭食品㈱

必修
食Pro.特別プログラム（事業
計画1）

3.0 ○ ○ 松田　高政 ㈱こうち暮らしの楽校

必修
食Pro.特別プログラム（事業
計画2）

3.0 ○ ○ 平島　輝之 高知商工会議所

合計： 46科目 時間

な全ての科目について記入してください。
＊「企業等」、「双方向」、「実務家」、「実地」の欄に○を入れた科目については、要件に該当することを明記したシラバス
を添付してください。
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吉金　優
中島　悦子

上東　治彦
森山　洋憲
岡本　佳乃



（様式３）

学校名： 高知大学 課程名： 土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業（土佐FBC）BBコース

１．企業等と連携して行う授業：

企業等名称 所在地 担当者名・役職 連絡先

高知県工業技術センター 高知県高知市布師田3992-3
上東　治彦・技術次長
兼　食品開発課長

088-846-1111

２．企業等の意見を取り入れる仕組み：
①教育課程の編成

意見を取り入れる仕組み
上記2名が「教育専門部会」（年2回開催）に委員として参画し、教育課程や修了に係る様々な意見交換と協議を実施している。
（［別紙参照］：土佐FBC実施体制図）

意見を教育課程に反映
させる方策

「教育専門部会」の決定事項は、土佐FBCの全体運営を担う「土佐FBC企画運営委員会」に申し送られ、本委員会にて決定された内容は土
佐FBCの実施事項として認められる。（［様式3別添資料参照］：土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業教育専門部会内規・委員名簿）

連携企業等名称 所在地 担当者名・役職 連絡先

株式会社なかじま企画
事務所

高知県高知市北本町4-2-58 　1002号 中島　和代・代表取締役社長 088-855-6138

当該企業等を連携先に選定した理由

地域ブランド確立や地域活性化戦略などの企画・マーケティング事業、各種スキルアップ研修による人的資源開発事業を手掛けており、また
平成16年度～23年度まで高知大学の地域連携担当の理事でもあった経歴から、大学が実施する地域活性化のための人材育成事業におい
て、最も有益な意見を頂戴できる連携相手と考えたため。

当該企業等を連携先に選定した理由

「食品製造・加工」や「食品機能」などの座学、「現場実践学」や「課題研究」など、多くの授業を担っている立場から、企業従事者に対する教
育内容を検討する上で最も有益な意見を頂戴できる連携相手と考えたため。

高知県工業技術センター

企業等との連携について

科目名 連携内容・方法

連絡先

088-846-1111

連携企業等

高知県高知市布師田3992-3 上東　治彦・技術次長　兼　食品開発課長

当該企等を連携先に選定した理由

連携企業等名称 所在地 担当者名・役職

高知県内企業等への支援実績および成分分析、微生物検査等の設備があるため

食品の開発・製造・販売で必要になる衛生・
品質管理技術、施設・設備設計の知識、成分
分析、微生物検査の方法にかかる講習と実
習

現場実践学



②自己点検・評価

地元食品関係企業であり、大学との共同研究等を多く進めている実績から、土佐FBCを企業の技術力向上に貢献させるための助言者として。

株式会社高南メディカル

088-824-7150宮原　五彦・代表取締役社長高知県高知市秦南町1丁目5-54

所在地 担当者名・役職 連絡先

当該企業等を連携先に選定した理由

連携企業等名称

連携企業等名称 所在地 担当者名・役職 連絡先

南国市

高知県南国市大そね甲2301番地 西山　明彦・企画課長 088-880-6553

当該企業等を連携先に選定した理由
土佐FBCが南国市、香美市、香南市の地域再生計画との連携により開始した経緯があり、3市の代表として。
（土佐FBC実施場所である高知大学物部キャンパスの所在地自治体。）

連携企業等名称 所在地 担当者名・役職 連絡先

高知県町村会

高知県高知市本町5丁目2-3 武内　孝幸・事務局長 088-823-3216

当該企業等を連携先に選定した理由

県下全域的に土佐FBC事業を展開するための助言者および協力者として。

高知県高知市本町5-1-45 山本　正篤・事務局長 088-823-9407

当該企業等を連携先に選定した理由

県下全域的に土佐FBC事業を展開するための助言者および協力者として。

連絡先連携企業等名称 所在地 担当者名・役職

連携企業等名称 所在地 担当者名・役職 連絡先

高知県市長会

高知県産学官民連携セ
ンター

高知県高知市永国寺町6番28号
（永国寺キャンパス地域連携棟１階）

池澤　博史・副センター長

当該企業等を連携先に選定した理由
当該センターは高知県の人材育成事業「土佐まるごとビジネスアカデミー（土佐MBA）」を推進しており、土佐FBCは、高知県への一層の貢献を強めるべく、土佐MBAの一環
として位置づけているため。また土佐MBAとは「授業の相互活用に関する申し合わせ」を締結し、連携を図っている。

088-846-1111

当該企業等を連携先に選定した理由

県内企業の様々な相談対応や技術指導、試験分析依頼対応等を従前から担ってきた公的機関であり、協働で土佐FBCを実施する観点から。

088-821-7111

連携企業等名称 所在地

高知県工業技術センター

高知県高知市布師田3992-3

担当者名・役職 連絡先

津島　貴弘・所長



連携企業等名称 所在地 担当者名・役職 連絡先

特定非営利活動法人
日高わのわ会

（土佐FBC第２期修了生）
（土佐FBC倶楽部会長）

高知県高岡郡日高村沖名3-2 安岡　千春・事務局長 0889-20-1722

当該企業等を連携先に選定した理由

修了生であり、土佐FBC倶楽部会長の立場から、実際に受講する側に立った視点からの意見を得るため。

連携企業等名称 所在地 担当者名・役職 連絡先

株式会社日本政策金融
公庫

高知県高知市堺町2-26高知中央ビジネススクエア 西川　博之 088-825－1091

当該企業等を連携先に選定した理由

展示商談会「アグリフードEXPO」など、ビジネスマッチングの視点から、土佐FBC修了生の販路や取引拡大の支援を得るため。

連携企業等名称 所在地 担当者名・役職 連絡先

株式会社高知銀行

高知県高知市堺町2番24号 山本　一也・部長 088-871-1249

当該企業等を連携先に選定した理由

地域企業を支援する地銀の立場として。

連携企業等名称 所在地 担当者名・役職 連絡先

株式会社四国銀行

高知県高知市南はりまや町1丁目1-1 伊藤　瑞文・部長 088-823-2111

当該企業等を連携先に選定した理由

地域企業を支援する地銀の立場として。

連携企業等名称 所在地 担当者名・役職 連絡先

高知県農業協同組合中
央会

高知県高知市北御座2-27 徳弘　吉哉・1JA総合対策室部長 088-802-8030

当該企業等を連携先に選定した理由

JAも6次産業化の推進の必要性が高まっており、土佐FBC受講生の約2割は一次産業従事者が占めていることから、農業者支援の観点から。

連携企業等名称 所在地 担当者名・役職 連絡先

ひまわり乳業株式会社

高知県南国市物部272-1 吉澤　文治郎・代表取締役社長 088-864-5800

当該企業等を連携先に選定した理由
地元食品関係企業であり、社として土佐FBC受講生を多数送り出し、また本学の受講学生を採用している実績から、地元企業が必要とする人材の
育成方法の助言者として。



３．上記以外に企業等との連携を行っている場合、その連携先・連携内容

＊「意見を教育課程に反映させる方策」及び「意見を申請する課程に反映させる方策」の欄については、必要に応じ、様式への記入に代えて、図示する資料などを別
途提出することも可能です。

＊「意見を取り入れる仕組み」の欄については、必要に応じ、様式への記入に代えて、図示する資料などを別途提出することも可能です。

・高知県産業振興センターとは、連携検討会を実施し、受講生確保等の広報活動、課題研究における食品加工委託先の照会支援、食品加工機械導入に関する協力
等、土佐FBC事業をより県内産業の発展に実質化するべく連携を図っている。
・独立行政法人日本貿易振興機構高知貿易情報センターとは、土佐FBC受講生と高知大学学生の海外研修プログラム（香港フードエキスポに参加・モニタリング、現
地企業との意見交換等）を通じて、海外で活躍できるグローバルな人材育成事業「ジェトロ・高知大学グローバル人材育成事業」を共同で実施した。

＊「１．企業等と連携して行う授業」及び「２．企業等の意見を取り入れる仕組み」において列記した企業等の概要資料（パンフレットやＨＰを印刷したものなど）及び企業
等と連携することを示す資料（協定書等）を添付してください。

意見を申請する課程に
反映させる方策

土佐FBC企画運営委員会における決定事項は、土佐FBCの実施内容に反映される。
（［様式3別添資料参照］：土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業企画運営委員会内規・委員名簿）

意見を取り入れる仕組み

上記機関から12名が「企画運営委員会」（年5回開催）に委員として参画し、土佐FBC事業全体の企画・運営に関する様々な意見交換と協議
を実施している。また、外部評価委員会においても、高知県の産業振興や商工分野・修了生等それぞれの立場から適切な意見を頂いてい
る。
（［別紙参照］：土佐FBC実施体制図）

連携企業等名称 所在地 担当者名・役職 連絡先

公益財団法人
高知県産業振興セン

ター
当該企業等を連携先に選定した理由

連携企業等名称 所在地 担当者名・役職 連絡先

高知県高知市布師田3992-2 谷脇　明（予定）・理事長 088-845-6600

高知県産業振興の観点から意見を得るため。（外部評価委員）

ドルチェかがみ合同会社

高知県香南市香我美町岸本417－1 矢野　佳仁・代表 0887-57-3063

当該企業等を連携先に選定した理由

修了生としての観点から意見を得るため。（外部評価委員）

高知商工会議所

高知県高知市本町1丁目6番24号 高橋淳一（H25年度のみ）・専務理事 088-875-1177

当該企業等を連携先に選定した理由

高知県商工分野の観点から意見を得るため。（外部評価委員）

連携企業等名称 所在地 担当者名・役職 連絡先



（様式４）

企業・機関等へ周知する内容

（具体的に記入）
土佐FBCの授業内容や期間、授業料等の概要は当然のこととして、最も重点的には、修了生がこれまでに
どのような商品を土佐FBCにより開発・ブラッシュアップしたか、修了生は現在どのような活躍をしている
か、すなわち、受講することのメリットを具体的イメージとして相手に伝えることが重要である。そのための
媒体として、受講生者や修了生の生の声を反映させたパンフレット等を活用する。さらには、文部科学省
「職業実践力育成プログラム（BP）」の文部科学大臣認定プログラムであることおよび、「食の6次産業化プ
ロデューサー（食Pro.）」の認定プログラム（高知県内では、高知大学のみ）であることを様々な媒体等を通
じて周知させる。

関連する職業分野の企業・機関等への周知について

（全て記入）
高知県（県庁、高知県産学官民連携センター）、県内地方公共団体（34市町村）、県内食品関係企業、JA、
一次産業従事者、高知県内高等教育機関

（具体的に記入）
高知県庁（高知県産学官民連携センター）とは土佐FBC企画運営委員会への担当部署の参画や、土佐
MBAとの連携により、周知・協力体制が構築されている。
県内34市町村に対しては、高知大学が採択されている文部科学省「地（知）の拠点整備事業（COC)」にお
いて、県内各地に大学の地域コーディネーター4名を常駐させており、各自治体をはじめとして域学連携体
制を組んでいることから、4名のコーディネーターのネットワークを活用する。
県内食品関係企業や一次産業従事者、JA等に対しては、修了生の同窓生組織である「土佐FBC倶楽部」
を通じて、修了生が有している人的ネットワークを活用する。これまで土佐FBCの受講生募集を10年以上
継続した実績から、修了生によるネットワーク（口コミ等）が最も効果的な周知・広報方法であることが数字
上でも示されている。
その他、高知大学地域連携推進センター・高知大学附属学校及び高知銀行本店に横断幕掲示、地元新聞
への掲載、地元テレビ局での報道等、過度に予算をかけない範囲で様々な周知活動を行う。

申請する課程を周知する企業・機関等

企業・機関等へ周知する方法



（様式５）

該当する理由

（端的に２～３行で記入）
高知県は、食品加工分野が脆弱なため、生鮮出荷に依存した産業構造が支配的となっている。そのため、
生産、加工からマーケティングまでの専門的かつ包括的な知識を有する食品産業中核人材を養成するこ
とにより、食品加工分野を強化し、高知県の産業振興を目指す。
また、文部科学省科学技術・学術政策研究所「地域科学技術指標2016」において、高知県は企業の研究
開発費および、研究開発人材数が全国最下位の水準にある。今後、企業のイノベーションを創出と持続可
能なビジネスを構築していくためには、企業の研究・開発分野を強化する必要性がある。この土佐FBCに
おいて、企業に競争優位性をもらたす研究開発人材の育成に取り組み、高知県の産業振興を目指す。

（詳細を記入）
　本プログラムは、食品の基礎から応用までを網羅した系統的なプログラムである。具体的には、「食品製
造・加工」、「マネジメント」、「品質管理」、「食品機能」について、先ずは座学により基本的な知識を習得す
る。この中でワークショップやディスカッションを取り入れ、受講生同士のバックグラウンドやニーズの理解
により自らの課題の発見と解決に向けた思考を醸成する。さらに、課題解決に資する具体的手法を「実験
技術」や「現場実践学」で学ぶことにより、課題発見・解決能力を修得させる。
　また、本プログラムは、受講修了後のネットワークの維持・発展を目的とした同窓会組織である「土佐
FBC倶楽部」のもと、修了生が3ヵ月に1回集い、交流だけでなく、試作品の評価、販路開拓等の新たなビジ
ネスマッチングを図るとともに、修了生同志のコラボレーションによる商品開発を実施している。
　この土佐FBC事業は、平成25年度から高知県の寄附講座として、さらには産業振興計画の一環である高
知県人材育成事業「土佐まるごとビジネスアカデミー（土佐MBA）」の専門知識・技術編として位置づけられ
ている。このように、高知県産業振興計画、ひいては高知県まち・ひと・しごと創生総合戦略と目的を同じく
し、高知県とお互いに相補しながら、高知県の地方創生を目指している。

「女性活躍」等に該当するプログラムについて

該当するテーマ 地方創生（地域活性化）



（様式６）

　　文部科学大臣殿

高知大学長
脇口　宏 印

大学 ②所在地：

④正規課程
／履修証明
プログラム：

変更事項
変更が生じ
る様式

コース名 様式1③、2、3

定員 様式1⑦

申請する課程の目的・概
要

様式1⑨

教育課程 様式1⑭

⑯修了時に付与される学
位・資格等：

様式1⑯

総時間数 様式1⑰

要件該当時間数 様式1⑱

要件該当時間数/
総時間数

様式1⑲

社会人が受講しやすい工
夫

様式1㉔

平成29年10月27日

履修証明書及び修了証書「土佐
フードビジネスクリエーター（土
佐FBC-BB）」

履修証明書及び修了証書「土佐
フードビジネスクリエーター（土
佐FBC-B）」

土佐フードビジネスクリエーター
人材創出事業（土佐FBC）は、
高知県の食品産業の中核を担
う専門人材及び高知県の食品
産業の拡充に資する基礎人材
の育成と、研究開発の基礎とな
る知識・技術力を有した食品産
業従事者を育成することを目的
に、（以下省略）

土佐フードビジネスクリエーター
人材創出事業（土佐FBC）は、
高知県の食品産業の中核を担
う専門人材及び高知県の食品
産業の拡充に資する基礎人材
（追加）を育成することを目的
に、（以下省略）

平成30年4月1日

（前文省略）
土佐FBC-Bコース
「食品製造・加工」、「マネジメン
ト」、「品質管理」、「食品機能」、
「実験技術」又は「現場実践学」

200時間160時間

平成30年4月1日

平成30年4月1日

183

92%

高知

157

98%

（前文省略）
土佐FBC-BBコース
「食品製造・加工」、「マネジメン
ト」、「品質管理」、「食品機能」、
「実験技術」および「現場実践
学」、「食Pro.特別プログラム」

平成30年4月1日

平成30年4月1日

高知県高知市曙町二丁目５番１号

土佐フードビジネスクリエーター
人材創出事業（土佐FBC）Bコース

履修証明プログラム

平成27年12月15日

22名程度 8名程度 平成30年4月1日

旧（変更前）

土佐フードビジネスクリエーター
人材創出事業（土佐FBC）Bコー
ス

変更予定年月日

平成30年4月1日

職業実践力育成プログラム（ＢＰ）として認定されたプログラムの変更について

　職業実践力育成プログラムとして認定されたプログラムについて、下記のとおり変更します。

（前文省略）
（平成29年度に「厚生労働省専
門実践教育訓練」の指定講座
申請予定）

（前文省略）
（追加）

平成30年4月1日

①学校名：

③プログラム名：

⑤認定年月日：

新（変更後）

土佐フードビジネスクリエーター
人材創出事業（土佐FBC）BB
コース

記



授業科目 様式2

授業時間数 様式2

授業時間数 様式2

授業科目 様式2

授業科目 様式2

授業科目 様式2

授業時間数 様式2

授業科目 様式2

授業科目 様式2

授業時間数 様式2

授業科目 様式2

授業時間数 様式2

担当教員・実務家名 様式2

担当教員・実務家名 様式2

授業時間数 様式2

授業時間数 様式2

授業科目 様式2

授業時間数 様式2

授業時間数 様式2

授業時間数 様式2

授業科目 様式2

授業時間数 様式2

授業科目 様式2

授業時間数 様式2

授業時間数 様式2

授業科目 様式2

授業科目 様式2

授業時間数 様式2

授業時間数 様式2

授業科目 様式2

授業時間数 様式2

食品衛生学（HACCP含む）　1.5
小野　邦桜

食品衛生学（HACCP含む）　2.0
小野　邦桜

平成30年4月1日

食品衛生学（HACCP含む）　1.5
北村　有加

食品衛生学（HACCP含む）　2.0
北村　有加

平成30年4月1日

削除
食品学　4.0
伊藤　慶明

平成30年4月1日

食品学　3.0
森山　洋憲

食品学　2.0
森山　洋憲

平成30年4月1日

マーケティング　1.5
石田　靖

追加 平成30年4月1日

商品企画開発実践論　6.0
中島　和代

商品企画開発実践論　10.0
中島　和代

平成30年4月1日

マーケティング　3.0
峠　篤士

マーケティング　2.0
峠　篤士

平成30年4月1日

マーケティング　1.5
春田　聖史

マーケティング　1.0
春田　聖史

平成30年4月1日

削除
マーケティング　2.0
吉澤　文治郎

平成30年4月1日

マーケティング　3.0
山口　和紀

マーケティング　2.0
山口　和紀

平成30年4月1日

食品製造工学　4.0
久塚　智明

平成30年4月1日

削除
食品製造工学　4.0
下田　満哉

平成30年4月1日

削除

発酵化学　6.0
吉金　優

平成30年4月1日

食品製造工学　3.0
久塚　智明

発酵化学　4.0
永田　信治

削除

削除
知的財産管理　1.5
中橋　紅美

平成30年4月1日

マーケティング　3.0
平島　輝之

1

食品加工学　3.0
福留　奈美

食品加工学　3.0
森山　洋憲

削除

平成30年4月1日

平成30年4月1日

平成30年4月1日

平成30年4月1日

平成30年4月1日

食品加工学　2.0
福留　奈美

追加

食品加工学　4.0
西岡　道子

食品加工学　6.0
沢村　正義

発酵化学　4.0
吉金　優

削除
発酵化学　2.0
上東　治彦

平成30年4月1日

フードビジネス概論　3.0
門田　直明

フードビジネス概論　4.0
門田　直明

平成30年4月1日

平成30年4月1日

食品分析学　3.0
土居　幹治

食品分析学　2.0
土居　幹治

平成30年4月1日

平成30年4月1日

削除
食品衛生学（HACCP含む）　4.0
一色　賢司

平成30年4月1日

削除
食品分析学　5.0
樋口　慶郎

マーケティング　2.0
久塚　智明

平成30年4月1日

マーケティング　1.5
新村　茂夫

マーケティング　2.0
新村　茂夫

平成30年4月1日

マーケティング　1.5
松田　高政

マーケティング　1.5
大登　正志

マーケティング　1.5
平島　輝之

平成30年4月1日

平成30年4月1日

マーケティング　1.5
村瀬　儀佑

マーケティング　1.5
斉藤　章

平成30年4月1日

マーケティング　1.5
久塚　智明

削除
協働・地域産業学　4.0
石筒　覚

平成30年4月1日

食品分析学　3.0
島村　智子

食品分析学　2.0
島村　智子
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削除
現場実践学（40.0）
竹田　匠輝

平成30年4月1日

食Pro.特別プログラム（物流セン
ター視察）　1.5　松本　美佐

新規 平成30年4月1日

食Pro.特別プログラム（事業計
画1）　3.0　松田　高政

新規 平成30年4月1日

食Pro.特別プログラム（事業計
画2）　3.0　平島　輝之

新規 平成30年4月1日

削除
現場実践学（40.0）
甫木　嘉朗

平成30年4月1日

食Pro.特別プログラム（農産物
現場実習）　3.0　中村　文隆

新規 平成30年4月1日

食Pro.特別プログラム（物流セン
ター視察）　1.5　朝倉　和也

新規 平成30年4月1日

削除
実験技術　2.5
栗田　せりか

平成30年4月1日

現場実践学（食品加工1）　2.0
上東治彦・森山洋憲・岡本佳乃

現場実践学　40.0
上東　治彦

平成30年4月1日

削除
現場実践学（40.0）
秋田　もなみ

平成30年4月1日

現場実践学（食品加工2）　2.0
上東治彦・森山洋憲・岡本佳乃

現場実践学（40.0）
森山　洋憲

平成30年4月1日

現場実践学（衛生管理）　4.0
上東治彦・森山洋憲・岡本佳乃

現場実践学（40.0）
岡本　佳乃

平成30年4月1日

現場実践学（食品加工3）　4.0
上東治彦・森山洋憲・岡本佳乃

現場実践学（40.0）
近森　麻矢

平成30年4月1日

現場実践学（視察）　4.0
上東治彦・森山洋憲・岡本佳乃

現場実践学（40.0）
阿部　祐子

平成30年4月1日

削除
現場実践学（40.0）
下藤　悟

平成30年4月1日

実験技術（統計・プレゼン）　6.0
吉金　優・中島　悦子

実験技術　5.0
樋口　慶郎

平成30年4月1日

削除
実験技術　11.0
吉金　優

平成30年4月1日

削除
実験技術　11.5
中島　悦子

平成30年4月1日

実験技術（一般技術）　6.0
吉金　優・中島　悦子

実験技術　4.0
島村　智子

平成30年4月1日

実験技術（色分析）　3.0
吉金　優・中島　悦子

実験技術　2.0
沢村　正義

平成30年4月1日

実験技術（微生物検査）　3.0
吉金　優・中島　悦子

実験技術　4.0
柏木　文拡

平成30年4月1日

削除
生理・薬理学　2.0
上岡　樹生

平成30年4月1日

生理・薬理学　3.0
今村　潤

生理・薬理学　2.0
今村　潤

平成30年4月1日

生理・薬理学　3.0
竹内　啓晃

生理・薬理学　2.0
竹内　啓晃

平成30年4月1日

食品機能学　3.0
渡邊　浩幸

食品機能学　4.0
渡邊　浩幸

平成30年4月1日

食品機能学　3.0
西沢　邦浩

食品機能学　4.0
西沢　邦浩

平成30年4月1日

食品機能学　3.0
作田　圭亮

食品機能学　4.0
作田　圭亮

平成30年4月1日

食品機能学　4.0
松井　利郎

平成30年4月1日

食品学　3.0
沢村　正義

食品学　4.0
沢村　正義

平成30年4月1日

削除
食品機能学　4.0
八木　年晴

平成30年4月1日

削除



企業・機関等へ周知する
方法

様式4

企業・機関等へ周知する
内容

様式4

「女性活躍」等に該当す
るプログラムについて

該当する理由

様式5

※変更のある様式については、変更後の内容を記載の上、添付してください。

当該変更により認定要件に不適合となる場合

変更理由

これまでの食品産業の中核を担う専門人材及び高知県の食品産業の拡充に資する基礎人材の育成に加え、食品産
業に競争優位性をもたらす研究開発人材を育成するべく、カリキュラムを変更する。それに伴い名称もBBコースに改
める。

（前文省略）これまで土佐FBCの
受講生募集を10年以上継続し
た実績から、（後文省略）

（前文省略）さらには、文部科学
省「職業実践力育成プログラム
（BP）」の文部科学大臣認定プ
ログラムであることおよび、「食
の6次産業化プロデューサー（食
Pro.）」の認定プログラム（高知
県内では、高知大学のみ）であ
ることを様々な媒体等を通じて
周知させる。

（前文省略）これまで土佐FBCの
受講生募集を8年間継続した実
績から、（後文省略）

（前文省略）さらに、土佐FBC
は、より具体的なメリットとして、
「食の6次産業化プロデュー
サー」の資格取得が受講を通じ
て可能となるよう準備（平成28
年度から開始予定）を進めてお
り、それらも併せて周知すること
で、相乗効果がもたらされる。

平成30年4月1日

平成30年4月1日

（前文省略）また、文部科学省
科学技術・学術政策研究所地
域科学技術指標2016」におい
て、高知県は企業の研究開発
費および、研究開発人材数が全
国最下位の水準にある。今後、
企業のイノベーションを創出と持
続可能なビジネスを構築してい
くためには、企業の研究・開発
分野を強化する必要性がある。
この土佐FBCにおいて、企業に
競争優位性をもらたす研究開発
人材の育成に取り組み、高知県
の産業振興を目指す。

(前文省略)追加

平成30年4月1日
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