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研修テーマ：最先端施設園芸における
栽培管理者の育成

研修機関：豊橋技術科学大学先端農業･バイオリサーチセンター

１．研修プログラムの特徴
本センターは、農⼯融合研究と実⽤化を⽬指す先端研究機関です。最先端施設園芸は、従来の

勘と経験の農業を脱し、IT(情報技術)を活⽤したデータ中⼼の農業を⽬指しています。本研修で
は、太陽光型植物⼯場（インテリジェントグリーンハウス）、⼈⼯光型植物⼯場およびモデル農
場などで実務訓練を実施し、⽣産管理に必要なIT技術、培地管理、植物栄養管理など総合的な栽
培管理技術を研修します。

２．研修場所 豊橋市内

３．研修後に活動が期待される分野
施設園芸農家、植物⼯場など

詳細は、ご遠慮なく、下のインターンシップ事務局にお問い合わせ下さい。
１.応募条件：①平成23 年4 ⽉1 ⽇において満15 歳以上であること。

②研修の実施場所に通うことができること（居住地は問いません）。
③将来、社会的企業での活動に従事することを希望し、技術･ノウハウ等の習得の意欲と熱意を持っていること。

２.実施期間： 平成23 年11⽉7⽇（⽉）〜平成24年1⽉20⽇（⾦）の期間に原則30⽇間（集合研修4 ⽇・分野別研修26 ⽇）
３ 募集期間 10⽉5⽇（⽔）３.募集期間：〜10⽉5⽇（⽔）
４.⾯ 談 会： 研修⽣受⼊機関との事前⾯談があります（⾯談会にご出席いただく⽅には下記事務所よりご連絡いたします）。

平成23 年10⽉11⽇（⽕）18：00〜 豊橋市職員会館（豊橋市⼋町通2丁⽬16）
５.研修費⽤： ①研修のための受講料や資料代は無料です。

②年収⾒込額が基準を下回るなどの条件を満たす研修⽣については、研修を修了した場合に限り⼀⼈当たり
⼀律15 万円の活動⽀援⾦を⽀給します（活動⽀援⾦の申し込みは、平成23年10⽉5⽇で締め切ります）。

6.研修の受講申し込み：研修受講申込書（様式1）にご記⼊の上、募集期間内に三遠南信地域社会雇⽤創造事業インターンシップ事務
局へ郵送してください。なお、社会的企業⼈材創出・インターンシップ事業ホームページ内の⼊⼒フォーム
からもお申込みいただけます ホ ムペ ジ（URL）http // sena inte nship jp/

■■事業実施主体事業実施主体 ：三遠南信地域連携ビジョン推進会議（：三遠南信地域連携ビジョン推進会議（SENASENA））
■応募先・問合先：三遠南信地域社会雇⽤創造事業インターンシップ事務局■応募先・問合先：三遠南信地域社会雇⽤創造事業インターンシップ事務局
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社会的企業⼈材創出・インターンシップ事業ホームページ：社会的企業⼈材創出・インターンシップ事業ホームページ：URLURL：：http://www.senahttp://www.sena--internship.jp/internship.jp/

からもお申込みいただけます。ホームページ（URL）http://www.sena-internship.jp/
個⼈情報の取扱いは、当ホームページ掲載のプライバシーポリシーに基づいて実施されます。



研修内容とスケジュール（仮）

⽉ ⽇ 区分 研修内容 研修場所
11 7 集合研修 I（1⽇⽬） 指⽰場所11 7 集合研修 I（1⽇⽬） 指⽰場所

8 集合研修 I（2⽇⽬） 指⽰場所
14 実地 太陽光型植物⼯場の栽培管理：その１ 豊橋技術科学⼤学
18 実地 太陽光型植物⼯場の栽培管理：その２ 豊橋技術科学⼤学
21 実地 ⼈⼯光型植物⼯場の栽培管理：その１ 豊橋技術科学⼤学
25 実地 ⼈⼯光型植物⼯場の栽培管理 その２ 豊橋技術科学⼤学25 実地 ⼈⼯光型植物⼯場の栽培管理：その２ 豊橋技術科学⼤学
28 実地 モデル圃場の管理実習：その１ 豊橋技術科学⼤学
29 実地 先端的施設⾒学実習：その１ イシグロ農材㈱

12 2 実地 太陽光型植物⼯場の栽培管理：その３ 豊橋技術科学⼤学
3 座学 資源作物の特徴 豊橋技術科学⼤学
5 実地 太陽光型植物⼯場の栽培管理：その４ 豊橋技術科学⼤学
9 実地 ⼈⼯光型植物⼯場の栽培管理：その３ 豊橋技術科学⼤学
10 集合研修 II 指⽰場所
11 座学 園芸作物の栽培技術 豊橋技術科学⼤学
12 実地 ⼈⼯光型植物⼯場の栽培管理：その４ 豊橋技術科学⼤学
16 実地 モデル圃場の管理実習：その２ 豊橋技術科学⼤学
17 座学 園芸培地の特徴と診断 豊橋技術科学⼤学
19 実地 先導的トマト栽培農家実習：その１ 豊橋市杉⼭の農家
22 実地 先導的トマト栽培農家実習：その２ 豊橋市杉⼭の農家
24 座学 園芸作物の栄養診断 豊橋技術科学⼤学

1 6 実地 太陽光型植物⼯場の栽培管理：その５ 豊橋技術科学⼤学
7 座学 園芸作物の調査結果の統計処理法 豊橋技術科学⼤学
8 座学 ⽣育環境のIT管理法 豊橋技術科学⼤学
10 実地 太陽光型植物⼯場の栽培管理：その６ 豊橋技術科学⼤学
12 座学 園芸作物の病⾍害診断 豊橋技術科学⼤学
13 実地 ⼈⼯光型植物⼯場の栽培管理：その５ 豊橋技術科学⼤学
13 実地 モデル圃場の管理実習：その３ 豊橋技術科学⼤学
14 座学 園芸施設と収穫物の安全管理 豊橋技術科学⼤学
15 実地 先端施設⾒学 豊橋市、⽥原市
16 実地 先端的施設⾒学実習：その２ イシグロ農材㈱
17 集合研修 III 指⽰場所

※内容・⽇程は多少変更することがあります



様式１
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研修生用
切り取り線

※色づけされた欄は、必ず、ご記入ください。記入漏れは受理できません。 年 月 日現在平成
社会的企業人材創出・インターンシップ事業　研修受講申込書

の の

西暦 年 月 【満

性　別

現住所
〒 FAX

E mail

電話

氏　　名

ふりがな

日生 歳】（H23.4.1現在）

男　・　女

※平成23年4月1日現在で18歳未満の方は保護者の研修参加承諾書が必要です。承諾書をホームページ（http://www.sena-
internship.jp/）よりダウンロードして頂き、必要事項を記入・捺印の後、郵送してください。

生年月日

ふりがな

日本国籍 有　・　無

の
り
し
ろ

の
り
し
ろ

年 月

現住所以外
の連絡を希望

する場合

（　　）正社員の経験あり

履歴・経歴

E-mail

これまでの正社員の経験等 （　　）正社員の経験なし該当する（　）内に○

携帯電話

※受講中の連絡は、原則、E-mail
（携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽも可）で行いま
す。電話

〒

ふりがな

（　　）正社員

※正社員等で通常のフルタイム就業でない方はその他を選択し、具体的な就業形態をご記入ください。

◆ 学生・職業を持つ方 → 30日間の研修への参加が可能か。 （　　）問題なく参加できる

（　　）パート・アルバイト （　　）派遣社員・臨時職員

（　　）その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　）学生（　　）無職

現在の
就業状況

（注意点） ①無職の方は、最終の勤務先、退職年月もしくは学歴を記入してください（○年○月・・会社 退社、）

②学生の方は、学校名、全日制・通信制等や学年を記入してください（○年○月 ・・高校（定時制） 現在3年）

切
り
取
り
線

切
り
取
り
線

年 月

（　　）自然環境保全受講動機
※該当するも
のすべてに○ ）

（　　）その他（具体的に

（　　）移住・定住（　　）キャリアアップ

（　　）地域貢献

（　　）資格取得

（　　）就職・転職

（　　）起業

取得済み免許・資格

（注意点） 特段にない場合には「なし」と記入してください。

◆ 他の事業者が実施する社会的企業人材創出・インターンシップ事業への参加の有無

受講したい事業名または研修コース名称

第2志望（もしあれ
ば）

第１志望

受講したい受入機関名

（　　）参加していない

受講したい研修

受講後の意向等（例：受講した経験を活かし、○○資格の資格試験を受けたい。介護保険ｻｰﾋﾞｽ事業関係に就職したい。）

ば）

　研修実施場所までの移動方法（例：自家用車で移動等）

　特別研修生（活動支援金）を希望される方は○印を付け、平成23年10月5日まで（必着）に様式２及び「収入など

研修を行う上で支障になることがあればご記入下さい（例：腰が悪く､
重い荷物の上げ下げはできない）。また、正社員・全日制の学生の方
は、昼間時に実施の研修参加方法（有給の活用等）を、研修場所が遠方の
方は研修参加のための移動方法（宿泊予定等）等を記入ください。

健康状態も良く30日間問
題なく研修に参加できる
　（　　）

◆現在、65歳以上の方

切り取り線

希望する（　　）　を証明する書類」を事務局まで提出（郵送）してください。

●お願い：
①受講の申込みは、郵送以外に以下のアドレスから入力して行えます。但し、特別研修生の申込みは郵送以外に受付
できませんのでご了承ください。　　　　　アドレス：http://www.sena-internship.jp/moushikomi.html
②申込書に記入された個人情報は、研修生受入機関にも提供し、研修申込者の審査用資料とさせていただきますこと
を予め、ご了解ください。
③携帯メール利用の方はinfo@sena-internship.jpをドメイン指定の受信許可設定して下さい。
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豊橋市駅前大通二丁目４６番地

三遠南信地域社会雇用創造事業インターンシップ事務局　行

　　　　　名豊ビル６階

社団法人　東三河地域研究センター　　　内

8
0円

切
手

を
貼

っ
て

く
だ

さ
い

住　所
〒

氏　名


