令和元年度しまねアグリビジネス実践スクール事業
島根県 （本事業は、株式会社パソナが島根県より受託し運営している事業です。）

しまねアグリビジネス実践スクール

多業化実践者育成コース
集落営農法人を活性化し、長く続くための「職場づくり」「仕事づくり」
「人材育成」に取り組みませんか
「若手メンバー」と「ベテラン」、それぞれの立場で活躍する手法を学びます。

受講生
募集

対象者
若手集落営農者向け
商品づくりコース

集落営農法人役員向け

職場づくりコース

集落営農法人に属している若手雇用者、 集落営農法人の役員クラス
若手オペレーター、UIターンの方、
・組織の現状を知り、改善したい方
地域おこし協力隊員の方
・若手メンバーの受入と定着にお悩みの方

多業化実践者育成コース 受講内容
若手集落営農者向け

商品づくりコース

集落営農法人役員向け

職場づくりコース

活性化する組織を学ぶ

各地域ごとの課題を抽出する

地域商社の可能性を探る

「従業員のやる気を引き出す」
指導方法を学ぶ

土地に根ざし、活躍している若手経営者から、組織
活性化の手法やメンバーのまとめ方などを学びます。

地域商社の手法を紹介し、農業者同士の連携で
実践できる地域商社の可能性について検討します。

全国の若者の就職状況や人を受け入れる際の注意
点を学ぶと共に、各地域ごとの課題を抽出します。

必要な指示の出し方、やる気の出る声がけのポイント
などを事例も交えて学びます。

全国トップレベルの農業経営者の事例を知る

組織の中で実際に人材育成を実践する全国トップレベルの農業経営者の事例を聞き、
地域での実践の足掛かりとなるようにします。

研修内容
＜若手集落営農者向け＞ 商品づくりコース
回

日程

研修項目（テーマ）

講師

１

11月15日（金）

活性化する組織について

株式会社Sun so 代表取締役 尾池章良 氏

2

12月13日（金）

地域商社がつくる地域の連携体制

株式会社丹後王国 代表取締役 中川正樹 氏

3

1月15日（水）

人材は組織の宝 木之内農園のとりくみ

有限会社木之内農園 代表取締役 村上進 氏

＜集落営農法人役員向け＞ 職場づくりコース
回

日程

研修項目（テーマ）

１

11月21日（木）

現状分析 自社の状況確認

株式会社Campanula 代表取締役 権堂千栄実 氏

2

12月25日（水）

若者をやる気にさせる代表としての心構え

株式会社Campanula 代表取締役 権堂千栄実 氏

3

1月15日（水）

人材は組織の宝 木之内農園のとりくみ

有限会社木之内農園 代表取締役 村上進 氏

コースの概要

募集要項

１.受講料
無料
２.日程
＜若手集落営農者向け 商品づくりコース＞
令和元年11月15日〜令和2年1月15日 (全3回予定)
＜集落営農法人役員向け 職場づくりコース＞
令和元年11月21日〜令和2年1月15日 (全3回予定)
３.時間
第1・2回 13:00〜16:00

講師

第3回14:30〜17:00

４.会 場
第1回 島根県農業技術センター花振興棟中会議室
（〒693-0035 出雲市芦渡町2440）

第2回 島根県浜田合同庁舎501会議室
（〒697-0041 浜田市片庭町254）

第3回 島根県立農林大学校

（〒699-2211 大田市波根町970-1）
※会場は参加者により変更することがあります。

5 .その他
研修会場までの交通費を一部支給します。

１.対象者
＜若手集落営農者向け 商品づくりコース＞
■集落営農法人の若手雇用者、若手オペレーター、
UIターン者や地域おこし協力隊員として属している
メンバー
＜集落営農法人役員向け 職場づくりコース＞
■集落営農法人の役員クラス
２.募集定員
各コースとも10名

主催・共催
主催 島根県 農林水産部 農業経営課
集落営農・認定農業者育成グループ
TEL:0852-22-5110（8:30〜17:00）
共催 島根県立農林大学校

お問合せ・お申込み
島根県 農林水産部 農業経営課

集落営農・認定農業者育成グループ

0852-22-5110
※お住まいの市町村の農業担当課からも、
お申し込み・お問合せ承ります。

受付時間
平日8:30~17:00

株式会社パソナ

『令和元年度しまねアグリビジネス実践スクール』 事務局

0852-31-3438 受付時間
平日9:00~17:30
p.matsue@pasona.co.jp

講師紹介

経歴・実績
株式会社Sun so 尾池 章良氏
福山大学卒業後、JA香川県広域育苗センター・地元工務店などを経て実
家にて就農。その後、家業とは分ける形で株式会社Sun soを設立し代表
取締役就任。
香川県青ねぎ部会会長。Sun soでは加工業務用青ねぎを栽培、安定した
売り先確保のためBtoBの契約販売を行っている。
「WAP100農業の未来をつくる女性活躍経営体100選」に選出される等、
労務管理や人材育成にも力を入れ、女性が働きやすい企業としても注目さ
れている。

株式会社丹後王国 代表取締役 中川 正樹 氏
2008年㈱パソナに入社、2015年㈱パソナ農援隊・㈱丹後王国の取締役
に就任。
全国の農業者対する人材育成を取り組む傍ら、京丹後市の10次産業化
拠点としてオープンした道の駅「丹後王国」の経営に携わる。初年度年間50
万人の来場を達成。地元雇用を多数生む。
講演実績(農林水産省、青森県、福井県、石川県、京都府等)多数有。

㈱Campanula 代表取締役 権堂 千栄実 氏
キャリア教育コーディネーター、キャリア・カウンセラーとして活躍し、社内の教育
カリキュラムの開発や仕組作りが専門。人が持っているキャリア（経験）の活
用方法を導くコンサルティングや研修を得意とし、農林水産省事業関係の
キャリア教育や大学非常勤講師の実績を有する。
農家や農業大学校職員、農業指導普及員向けのマナー研修やコミュニケー
ション研修、農業法人の従業員指導者向けのコーチング研修や社内教育カ
リキュラムの開発、採用等の面接官向けの支援コンサルティングなど、農業分
野でも多くの場面で活躍。

有限会社木之内農園 代表取締役 村上 進 氏
元広告会社勤務。木之内農園にてアルバイトからはじめ、現在の代表取締
役。より現場に即したリアルな話と、現場で役立つ人材育成に関する評価制
度などを確立。研修においても生の情報を惜しみなく提供することで好評を博
している。
木之内会長と共に熊本の復興と今後の農業のあり方を提唱している。

講 師

しまねアグリビジネス実践スクール多業化実践者育成コース 受講申込書
パソナ・松江 しまねアグリビジネス実践スクール事務局 行
申 し 込 み 日

令和

年

月

日

（FAX：0852-31-3439）
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日
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役

職

（該当する項目に○）

希望コース
（該当する項目に○）

役員・構成(組合)員・雇用者

商品づくり ・ 職場づくり

役員・構成(組合)員・雇用者

商品づくり ・ 職場づくり

役員・構成(組合)員・雇用者

商品づくり ・ 職場づくり

役員・構成(組合)員・雇用者

商品づくり ・ 職場づくり

※申し込みの動機や意気込みをご記入ください

申し込み動機

〆切

令和元年１０月２５日（金）

個人情報の取扱いについて
株式会社パソナ(以下、
「当社」といいます)は、当社が島根県から受託した「しまねアグリビジネス実践スクール運営業務」
（以下、
「本事業」といいます）に伴い取得する個人情報を以下の通り取り扱い
ます。
１．利用目的について
ご提供いただいた個人情報は、本事業に係る研修の申込み受付、本事業への参加促進のための連絡、本事業に係る保険手続きその他の管理、本事業に関連する当社事業に関する資料の送付提供、お寄せ
いただいたお問合せ・お申込み・ご意見などの受付・回答・管理、当社及び島根県その他の自治体が開催するイベント・セミナーのご案内、統計データの作成、ホームページ、Facebook 等ソーシャルメ
ディアなど人の写真の掲載等のために利用します。
２．第三者提供について
ご提供いただいた個人情報は、以下の通り第三者に提供いたします。
提供する項目：参加申込書に記載の個人情報
提供を受ける者又は受ける者の組織の種類及び属性：島根県、株式会社パソナ農援隊、及び、本事業に係る業務実施主体者
提供の目的：本事業の実施・運営、事務業務、ホームページ、Facebook 等ソーシャルメディアなど人の写真の掲載
提供方法：電子データの電子メール又はシステムを使用した送信もしくは紙媒体による。
３．外部委託について
当社が定める個人情報保護体制の水準を満たす委託先に個人情報を委託する場合があります。
４．個人情報の任意性について
個人情報を提供していただくことは任意によるもので、何ら強制するものではありません。
ただし、個人情報を提供いただけない場合には、利用目的に記載された事項をご利用できないことをご了承ください。
５．個人情報の開示、訂正、削除について
個人情報保護法に基づく、利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止（以下、
「開示等」という）について当社は、下記の相談、苦情窓口が対応い
たします。開示等のご依頼に際しては、ご本人確認とご請求内容等が必要になりますので、当社所定の必要書類にご記入のうえお申出いただきます。また、次のいずれかに該当する場合には、開示等の
対象になりません。
＊法令又は当社の諸規則に違反する行為の調査に関わる情報
＊本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利権益を害する恐れがある場合
＊当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
＊他の法令に違反することとなる場合
６．個人情報のお問合せ窓口
相談、苦情については、当社パソナ・松江 支店長宛てに文書でお申し出下さい。
株式会社パソナ パソナ・松江
島根県松江市朝日町 477-17 松江 SUN ﾋﾞﾙ 3F(〒690-0003)
電話番号：0852-31-3438
個人情報保護管理者 株式会社パソナ 常務執行役員
E-MAIL：privacy@pasona.co.jp

