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１．農業サポーター高度化事業とは？

神戸市内の農家人口は減少傾向にあるとともに、農家の高齢化も進んでおり、農業における労働力確保が課題

となっています。一方、都市と農村が近い神戸市では、農業に興味のある都市住民による農業体験や市民農園の

利用など行われており、農業への関心は高いと見られます。

そこで、農業に関心のある市民の皆様を農業サポーターとして育成（研修にご参加いただきます）・登録するとと

もに、サポーターと支援を必要とする農家を結び、持続的に市民の皆様が市内農業を応援する仕組みを作ること

を目的としています。

月1回定期研修/
ツアー型研修会を

開催＆サポーター登録

農家さんへの
受入前指導

「農家さんのお手伝いをしたい！」サポーターと
「お手伝いがほしい！」農家さんマッチング

農家さん
市民の皆様

パソナ農援隊

研修で野菜の栽培技術を学べる！
＆

神戸の農業を元気にする地域のサポーターとして活躍できます！

２．農業サポーター高度化事業の参加ステップとは？

サポーター登録・研修会へ参加

「農業をやったことが無くても大丈夫！」
貸農園付き（半年利用可）の研修会を開催します。

研修全3回コース（5月～7月）
・農業基本用語
・農場実地研修
・機械安全講習 等
・受入農家との交流会

ステップ①登録・研修で学びを深める

サポーター登録（更新・新規）

去年まで研修に参加していて、サポーター活動を継続し
たい方・研修は受けずにサポーター活動だけ取り組みた
い方はこちらから

ステップ①サポーター登録

サポーター活動の実践
（7月～３月で随時）

１回３時間程度で気軽に、
収穫・管理作業等いろいろな
農作業体験が、農家さんのも
とでできます。
昨年は累計５８名が参加。

ステップ② 実践する
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３．研修概要

今年は、5月～7月まで野菜の栽培に関する実習や座学の研修会を全3回で開催。
初心者大歓迎！家庭菜園が好きな方、いつか農業をしたい方、農業ボランティアに興味がある方、
農村の生活に興味がある方…が対象となります。まずはこちらご参加ください。

方法 テーマ 内容

５月２６日

（第１回）

座学

（４０分）

オリエンテーション

神戸市農業・農業用語

 神戸市農業の現状や特徴について理解を深めます

 農業における基礎用語・単語などテキストを用いて説明/どのよう

な作業が想定されるかを説明します。

実習

（１１０分）

圃場畝立て・道具操作

夏野菜定植

 農場において、自身で畝を立てたり共同でマルチ引き・夏野菜定

植作業などを実践し、経験を積んでいきます。

６月１６日

（第２回）

座学

（４０分）

農業の安心・安全（GAP）

農作業・機械安全講習

 農業における生産工程管理手法を学び、より安全な農業への

関心を高めます

 作業時の危険・簡易な農業機械操作時における注意点につい

て確認します。

実習

（１１０分）

夏野菜管理（誘引・剪定・水管

理 等）・除草作業

 ５月に定植した野菜の栽培管理などを行います。

 農場の雑草など除草作業を行い、なぜ雑草を管理する必要があ

るか理解を促します

７月２８日

（第３回）

実習

（９０分）

出荷管理模擬作業

圃場整備

 各品目の収穫から梱包・袋詰めのを学びます。

 収穫後の圃場の片づけ・整理・整頓方法などの作業を学びます。

交流会（６０

分）
農業サポーター&農家の交流会

 サポーター受入を希望する農家と交流を図り、サポーター活動へ

のステップの第１歩とします。

会場：神戸フルーツ・フラワーパーク内 温室・実習用圃場（約５００㎡）
実施日：平成３０年５月２６日・６月１６日・７月２８日（全３回）
実施コース：午前コース（９：３０～１２:００）

午後コース（１３：３０～１６:００）

募集人数：各コース２０名（抽選）

参加費：4,800円
（全3回研修参加費／６カ月貸農園利用料／野菜苗３種／ボランティア活動保険料
／3回分傷害保険料が含まれております）

申込条件：
• 全３回に参加出来ること
• サポーター登録に同意いただき、研修／サポーター活動時の移動がご自身でできる方
• 研修後も農業サポーターとして活躍したい気持ちがある方
• 農業・園芸に興味を持っていて、学びたい意志が強い方
• 他の研修参加者、サポーターとして農家さんとの交流を楽しめる方

備考：申し込みは抽選となります。結果は5月24日（木）中にメールにてご連絡します。

【研修のポイント】
・研修で学んだことを実践できる、個人用貸農園スペース付き！（約5平米）
・実習用の野菜苗（トマト・ピーマン・ナス）付き！
・持ち物は軍手・長靴のみ。作業に必要な道具などは貸し出しあり！

※H30年度ボランティア活動保険、研修時の傷害保険（3回分）に加入いたします（事務局で手続きいたします）。
※研修で学んだことを活かして、サポーター（農業ボランティア）として1日以上活動いただける方を対象としております。

【研修のプログラム】

※天候により、日程・内容が変更になることもございます。ご了承ください。

【研修概要】

実地研修座学研修
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４．サポーター活動とは？

この度の研修に参加される方、農作業の手伝い経験のある方、市民農園等で野菜栽培に取り組
んだ経験のある方、就農に興味があるので農家先に手伝いにいってみたいなど意欲ある市民の方
を対象に、「お手伝いが欲しい」という農家さんとマッチングを行い、いわゆる「農業ボランティア」とし
て、活動いただきます。

• 場所 ： 神戸市内各農家

• 実施期間 ： 2018年7月頃～2019年3月

• 初回 ： 個人により異なります※決まり次第に連絡

• 参加費 ： ５００円／年

※研修参加の方は免除されます

※ボランティア活動保険料として徴収します。

• 定員 ： なし（年度内は随時登録可）

楽しく
地域農業に
貢献しませ
んか？

■ 概要

昨年度実施例

トマト農家での収穫・片づけ作業

農家さんとコミュニケーションをとりながら現場で実践！園芸の教科書では学べない実際のところを知る機会になります！

参加者の意見（一部）

いちご農家での定植補助作業 じゃがいもの芽かき・土寄せ作業

• 農家の方と交流する機会が無く、今まで知らなかった農家の実状、農家の作業を実体験で知ることが出
来た。実際にキツい仕事もあったが、汗をかいて達成感を得られた。(30代男性)

• 労働の実感を得られたこと。農家さんの実際が知れたこと。野菜作りが好きになったこと。食べ物への見方
が変わったことで、食生活が改善されたこと。少し地元を離れるだけで、別世界を感じ、小旅行のような発
散ができたこと。土いじりによるセラピー的な昇華効果体験（40代女性）

ほうれん草の収穫作業 トウモロコシ畑の管理作業

H29年度は
累計58名参加

1回の活動は
約3時間
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① 各お申込み手続きについて

https://pasona-nouentai.co.jp/koube/

② 個人情報のお取扱いについて

５．ご参加・お申込にあたりご案内（申込前に必ずお読みください）

• 本事業に関してご提供頂いた個人情報は、資料の送付や日程のご連絡、参加後のフォロー活動の目的に利用いたします。また、今後、
当社および神戸市が主催するイベント･セミナー等のご案内をお送りさせて頂く場合がございます。

• ご提供を頂いた個人情報は法令で認められる場合を除き第三者に提供することはございません。
• 個人情報を扱う業務を委託する場合は当社の定める基準を満たした委託先に限るものとしま す。
• 個人情報についてご提供頂けない項目がある場合は、本サービスを提供できない場合があります。
• 個人情報についてのご相談、苦情、開示、訂正、利用停止等につきましては、株式会社パソナ農援隊宛に文書でお申し出下さい。

• お申し込みの際は、事業の説明資料を良くお読みいただき、ＷＥＢフォームから所定事項をご記入の上㈱パソナ農援隊までお申し込み
ください。

• 研修・説明会等について、天候・天災による中止・日程変更等、事務局より緊急にご連絡を取らせていただくことがございます。その
為、ご登録の氏名･ご住所・ご連絡先等に変更があった場合はすみやかにお申し出下さい。なお、お申込時に個人情報のご提供が無い
場合（受講申込みの際、一部の記入事項が未記入の場合など）は、ご連絡が出来ないことがございますので、あらかじめご了承下さい。

• 研修時の風景、活動の様子を撮影した写真、動画（個人のお顔や表情が分かる画像が含まれる場合もあります）を、事業周知のために
弊社ホームページやＳＮＳに掲載させていただく場合がございますので、予めご承諾いただきますようお願いいたします。

• 本研修は神戸市から事業を受託して、株式会社パソナ農援隊が運営しております。本研修にご参加頂く方は、神戸市農業サポーターと
して登録されることとなります。

③ 事前にご了承いただきたい内容

主催：神戸市
事業名：「平成30年度神戸市農業サポーター高度化事業」

事業実施：株式会社パソナ農援隊

【問合先】
担当者： 株式会社パソナ農援隊 神戸農業サポーター高度化事業 事務局
住所： 大阪市中央区淡路町4‐2‐15
電話：06-7636-6124  /  Fax ： 06-7636-6199 /  E-mai :  agri@pasona-nouentai.jpl

パソナ農援隊

カテゴリ 実施日 申込期限 各回定員 参加費 支払日

① 研修参加
（全３回）

５月２６日（土）・６月１６日
（土）・７月２８日（土）

4/20 受付開始
5/22 締切

各コース20名
※抽選

4,800円
（研修費・傷害保険
料・ボランティア活動
保険・苗代等込）

5月26日（土）
当日現金
又は銀行振込

② サポーター
登録のみ

随時案内～３月迄
4/20 受付開始
6/2 締切

なし・随時登録
500円
（ボランティア活動保
険料）

銀行振込

【研修に関する参加費お支払い方法】

参加費につきましては、研修開始当日（５月２６日）／又は、個別に連絡する銀行口座に御支払ください

＜注意事項＞

※いったん頂きました参加費は、開催中止の場合等の事由を除き返還出来ませんのでご了承下さい。

※当選発表日（５月２４日）以後のキャンセルは受け付けられませんのでご注意ください。

※領収書については「お申込ご本人様のお名前」で発行させていただきます。

【お申込方法】

WEBサイトからお願いします。
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