農泊ビジネスの起業を具体的に計画するため、起業プランの策定や営業許可の座学、経営者や
既移住者とのネットワーク構築などを図るほか、実践者の下で実務体験を行います。

募集人数

農家民宿 コース

３名

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

10/

２4（土）〜25（日）

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

・かやぶき山荘格山
・阿専

羽後町

＜１日目＞

・講義「ここからはじめるグリーン・ツーリズム
〜概論からはじめるまで〜」
・「農家キッチンあるもんで」でランチ
・ワークショップ「開業する自分をイメージする」
（宿泊先：格山、阿専に移動）
・夕食
・講義 実践者のお話
（各宿で実施：阿部雄太さん、阿部英之さん）

＜２日目＞

・起業プラン作成
・「阿専」でランチ
【研修生へ事前のお願い】
・起業内容の概要をイメージしておくこと。

センパイに聞いてみよう！
格山 阿部雄太さん

すでに秋田に移住し、今後の
ライフスタイルとして農泊ビジネスの
拠点となる農家民宿や農家レストランの
起業を考えている方を募集します。
募集人数

３名

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

13（金）〜14（土）

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

herberry（ハーベリー）

三種町

センパイに聞いてみよう！
山本 智さん
横浜から夫婦で移住し、農園
りすとらんて herberry を開業。

＜１日目＞

・講義「ここからはじめるグリーン・ツーリズム
〜概論からはじめるまで〜」
・herberry でランチ
・ワークショップ「開業する自分をイメージする」
・夕食づくり・試食
・講義 実践者のお話（山本智さん）
（宿泊先：砂丘温泉ゆめろん）

＜２日目＞

・（予定）接客、厨房業務体験
・起業プラン作成

ウェルカム秋田！
参加者募集

阿専 阿部英之さん

一度は離れた羽後町に戻り、
実家である築 140 年の国登録
文化財・阿部家住宅を改装し、
カフェ兼農家民宿を営む。家
族への想いと家への想いを重
ね、農泊ビジネスにチャレン
ジを続けている。

コース

農園りすとらんて

農泊ビジネス起業実践研修

秋田で農家民宿、農家レストランを開業しよう!

家族で羽後町にＵターンし、
かやぶき民家で民宿を営む。
宿には海外からのお客様も訪
れる。今夏より、格山を会場
に母親の祥代さんが「農家キッ
チンあるもんで」をスタートさ
せ、サポートしている。

農家レストラン
11/

令和2年度

近くの農家や漁師から仕入れ
る地元の食材や飼育している
ヤギのミルクを使ってイタリア
ンを提供している。地元に密
着した農家レストランとして、
人気店となっている。

【研修生へ事前のお願い】
・検便の実施、結果を事務局へ報告。
・研修開始までに herberry にて個別面談があります。
・起業内容の概要をイメージしておくこと。

※両コースともに、天候や状況により内容を変更する場合があります。

農家民宿コース
令和２年

10 月 24 日㈯〜 25 日㈰

農家レストランコース
令和２年

11 月 13 日㈮〜 14 日㈯

羽後町 ( かやぶき山荘格山、阿専 )

三種町 ( 農園りすとらんて herberry)

起業プラン作成

起業プラン作成

講義、ワークショップ、
ほか

講義、ワークショップ、
ほか

募集締切

令和 2 年１０月１４日（水）
◎研修費 無料（飲食代は除く）
◎交通費 助成（上限あり）

現地集合・現地解散です。

◎書類選考あり
農泊ビジネスで起業したい
あなたを応援します！

ホームページ

◎主催

◎運営

秋田県農林水産部農山村振興課

研修に関する情報は
こちらから

ＮＰＯ法人秋田花まるっグリーン・ツーリズム推進協議会

令和２年度

令和２年度 農泊ビジネス起業実践研修
申込用紙

農泊ビジネス起業実践研修
氏

した研修を実施します。農家民宿コース、農家レストランコースを設け、それぞれのコースで起業プ
ランの作成や起業・経営にかかる知識習得、農泊ビジネスを実践している先輩移住者のもとでの実務

⑴ 農家民宿または農家レストランの起業を希望する方
⑵ ２０歳以上でかつ概ね60歳以下の方。

⑶ 現在秋田県在住であり、移住後概ね５年以内の方
⑷ 研修期間中、全行程に参加できる者

⑸ 秋田県暴力団排除条例第２条に規定する暴力団員でないこ
と、これらと密接な関係を有していない方

⑹ 観光等旅行目的でない方

■選考方法・結果の通知

・ 応募資格や起業意欲を確認するため、必要に応じて聞き取り
を行ったうえで、
「申込用紙」による書類選考を行い、秋田県
農林水産部長が決定します。

・ 選考結果は、研修開始日の７日前まで書面で通知します。

なお、郵送による通知が間に合わない場合は、事前に電話で

連絡します。通知の際、研修の詳細スケジュール表を同封しま

■研修にかかる費用

⑴ 研修費…講義料、体験料、宿泊費、食事代（飲食代は除く）
のことをいい、研修期間中これらの経費は原則無料です。

⑵ 交通費…研修地までの交通費を往復4,700円を上限に助成

します。ただし、研修に正当に参加し、かつ研修地ー居住地
間の移動方法・金額を書類等で確認できた場合のみ、研修
終了後支払います。私用車を使用した場合は、
１kmあたり

37円を助成します。この場合も往復4,700円を上限とします。

■研修の辞退

・ やむを得ず研修を辞退したい場合は、研修開始日の5日前ま

でに、申し込み先まで、電話、FAX、E-mail のいずれかの方法

で連絡ください。なお、連絡のないまま、研修を欠席した場合

は、研修に係る費用 (キャンセル料含む)を請求する場合があり
ます。

生年月日

（転入日：

以前の住所

(1) 研修開始前の中止

悪天候等を理由に事前に研修の中止を決定した場合は、研修生

※以前の住所及び秋田県への転入日を証明できる書類(住民票等)を添付してください

に理由を説明し、研修開始日の2日前までに電話で連絡いたし

緊急連絡先

電話番号

ます。なお、中止連絡の前に研修地への移動を開始していた場

合、又は、中止連絡に応答せず、当日研修地に集合した場合、そ

連絡先

の交通費は補助対象外となりますのでご了承ください。

(2) 研修実施中の中止

氏

携帯電話

を説明し、研修を中止する場合があります。なお、この場合の研

学歴・職歴

修に係る費用は、全額運営者が負担します。

名

電話番号

Ｅメール

悪天候等を理由に研修を急遽中止する場合は、研修生に理由

続

年

月

柄

学歴・職歴
※最終学歴からご記入ください。

■研修の拒否

・ 研修生が応募条件を満たしていないことが判明した場合、又

は研修生が運営者や他の研修生等に迷惑を及ぼし、円滑な実
施を妨げたと運営者が判断した場合、研修生に対して研修参

加を拒否し、研修に係る費用(キャンセル料を含む)を請求する
場合があります。

■その他

(1) この研修は本紙記載事項（募集要項）のほか、NPO法人秋田花
まるっグリーン・ツーリズム推進協議会の研修・体験イベント実

施約款（下記ＱＲコードをご確認ください。）により実施します
ので、こちらもお申込み前に必ずお読みください。

(2) 研修期間中に撮影した写真や動画及びアンケート結果等は、

広報等に活用することを予定しておりますので、あらかじめご了
承ください。

(3) 新型コロナウイルス感染症について、緊急事態宣言や県内にお
ける感染拡大等を理由に、研修の延期、中止をする場合があり
ます。

NPO法人秋田花まるっグリーン・ツーリズム推進協議会
研修・体験イベント実施約款

選択コース

（どちらかに○を記入してください）

農家民宿コース

・

参加動機

申し込み方法
・申込用紙に必要事項をご記入の上、下記の宛先に郵送（コピー可）、ＦＡＸ、Ｅメールのいずれかでお申し込みください。
・２つのコースからどちらかを選択しての受講になりますが、申し込み状況によっては、両コースの受講が可能となる場合が
あるため、ご希望の方は申し込みの際にお申し出ください。
・申込用紙に記載された個人情報は、本研修事業の実施にのみ使用し、保有の必要がなくなり次第、確実かつ速やかに消
去します。

NPO 法人秋田花まるっグリーン・ツーリズム推進協議会

月

職業

日

〒

〒

■研修の中止

年齢

キリトリ

す。

名

現住所

体験（インターンシップ）等を行います。

■応募条件

性別

ふりがな

既に本県に移住した方で、農家民宿や農家レストランなどの農泊ビジネスの起業を目指す方を対象に

記入日：令和２年

（現時点での構想で構いませんので、ご記入ください。）

起業プラン

〒010-1403 秋田県秋田市上北手荒巻字堺切 24-２遊学舎内
TEL＆FAX 018-829-5895 E メール：info@akita-gt.org

※参加動機・起業プランが書ききれない場合は、任意の様式に記入して提出してください。

農家レストランコース

年

月

日）

