いも・豆・ビートなどの栽培管理と、収穫出
荷などの研修です。育てる楽しさを大自然の
中 で学 びま せん か？ 研修期 間に つい て は
『３ヶ月以上』とさせて頂いております。

朝夕の搾乳や乳牛飼育管理などの研修です。
可愛い牛たちに囲まれて命の尊さやありがた
さを学んでみませんか？研修期間については
『6 ヶ月以上』とさせていただいております。

・研修３か月以上継続者に町内商品券３
万円分を支給します。
・研修期間中、町内開催有料サークル活
動参加者に対して参加費の 1/2（1,000
円/月上限）を支給します。
・研修終了後、引き続き町内に１年以上
就業した場合に町内商品券３万円分を
支給します。

■問い合わせ先： ﾋﾟｭｱﾓﾙﾄｸﾗﾌﾞﾊｳｽ 鹿追町役場農業振興課
〒081-0224

北海道河東郡鹿追町元町 3 丁目 19 番地 1

ＴＥＬ：0156-69-7122

FAX：0156-69-7126 （平日 8：30～17：00 受付）

mail：puremalt@town.shikaoi.lg.jp（24 時間受付） HP: www.town.shikaoi.hokkaido.jp

鹿追町産業研修生 2020 年度参加者募集

- 女性の為の農業研修プ ロ グラ ム -

“北海道の大自然に触れて、命と食について学びませんか？一度しかない人生に、最高の思い出を”
■研修・鹿追 Gal l ery

■研修 D eta
■研修対象者
・鹿追町の農業や商工業に対して意欲をもって研修や実習等に取り組むことが
できる満 18 歳以上の単身女性で心身ともに健康である方。（就学中の者は除く）.
・普通免許を有している方。
■研修コース
・酪農研修：搾乳や乳牛の飼育管理などの研修です。
・畑作研修：いも・豆・ビートなどの栽培管理と収穫、出荷などの研修です。
■研修期間
・酪農研修：1 年間（4 月～３月） 【原則６ヶ月以上】
・畑作研修：７ヶ月間（4 月～10 月） 【原則３ヶ月以上】

Pu re h ou se

・1 日おおむね 8 時間程度の研修です。
・毎週日曜日、不定休 月１日が休日となります。（天候などによって変更の場
合があります。）
・その他特別休暇として毎月に 1 日休暇があります。
■研修手当・祝い金
・月額 170,000 円が基本賃金として支給されます。

Pu re h ou se

上記金額から、物財費 40,000 円（車輌貸出・任意保険料など）を受入農家に
支払うので総支給額は 130,000 円です。

■Con tact・ E n try

研修開始から 3 ヶ月継続した場合は、町内商品券 3 万円を支給します。

鹿追町役場 農業振興課 〔ﾋﾟｭ ｱﾓ ﾙﾄｸﾗﾌﾞﾊｳｽ内〕 Ｔel 0156-69-7122 Ｆax 0156-69-7126

■必要経費
・女性専用滞在施設（ピュアハウス_左写真参照）入居費は無料です。食費、

Mail puremalt@ town.shikaoi.lg .jp

電話応対可能時間 平日 8：30-17：15

〒081-0224 北海道河東郡鹿追町元町 3 丁目 19 番地 1 ピュアモルトクラブハウス内

光熱水費は自己負担になります。
・来町及び帰省に係る経費は自己負担になります。
＊詳細は専用ホームページをご参照下さい。

専用ホームページ http://www.tokachi.or.jp/puremalt/

https://www.facebook.com/shikaoipmc

“ 22 年間、 みな さ んが充実し た研修生活を 送る こ と がで き る よ う 、 環境を 整え てき ま し た。 ”
「農業研修生は全国からやってきます」
本農業研修事業は、平成 10 年より実施しており、これまで全国から203 名の方が研修を修了されております。 卒業生の中には遠くは九州から
来られた方など毎年さまざまな都府県から本農業研修事業に参加いただいています。 実際農業を体験したくとも、いきなり従業員として勤務す
るとなるとさまざまな不安があると思います。本農業研修事業は、農業に携わったことがない方でも実際に農業に従事しながら一定レベルまでの
技術を習得できるように研修を実施しています。 牛乳はどのようにして乳牛から搾るのか、農作物はどのように栽培し収穫するのかなど基本的
なことから学んでいただきます。

「女性専用の滞在施設はすべて個室です」
農業研修生の方が居住する居室もプライバシーを重視するため個室にし、各室にバス・トイレ・キッチンはもちろんのこと生活に必要な電化製品
等も完備しています。 令和元年 5 月には新たにエアコンも設置しました。また、各室に無線ＬＡＮを設置し、パソコンをお持ちいただければインタ
ーネット等の利用も可能となっています。 月に一度の全体研修ではソーセージや豆腐などの加工研修や旭山動物園や札幌方面の施設見学
を行う１泊研修を実施しており、北海道ならではの良さも体験していただきたいと思います。

「プライベートも充実」
休日の日曜日などを利用し、夏は観光地へのドライブ、冬はスキーやスノーボードなどを楽しむことができます。（町営スキー場を含め、町内の
公共施設は基本的に無料で使用することが出来ます。） 初めての土地での生活等に不安があると思いますが、私ども職員がいろいろとサポート
させていただきますので、ぜひ北海道鹿追町の雄大な大自然の中で有意義な農業研修を体験してみてください。

「自動車貸出サービス」
通勤車は受入農家が用意したものを貸し出します。（※）通勤に使用する車、車輌保険等については物財費（40,000 円）に含まれています。

「滞在中のサポートも万全」
専任スタッフ数名で参加者の皆さまをサポートいたします。困った時にはお気軽にご相談ください。

鹿追町産業研修生受入実施要項

北海道鹿追町

十勝
鹿追

【名称】 鹿追町農業研修生

【定員】 １５名程度

【開催】 随時

【締切】 毎年１２月末日

【費用】 往復交通費自己負担

【応募】 ハガキでご応募ください。ご希望の方には

ピュアハウスは居住費無料。食費、光熱水費は自己負担。
※ピュアハウス＝滞在施設（個室寮）

案内パンフレット等を送付します。

【交通】 帯広駅より車で１時間

トイレ・バス・灯油ストーブ・冷蔵庫・テレビ・寝具・

【その他】 農業従業員随時募集中。対象１８歳以上

食器・無線ＬＡＮ・エアコン（令和元年5月設置）完備。
【応募資格】 １８歳以上の独身女性

の男女（学生不可）
詳しくはお問い合わせを。

（学生不可・普通免許所有者優先）
【内容】

応募・問い合わせ先

酪農や畑作等の農作業研修他

【研修先】 北海道鹿追町

鹿追町役場 農業振興課

【休日】

〒０８１－０２２４
北海道河東郡鹿追町元町３－１９

毎週日曜日、不定休 月１日
特別休暇 月１日

【時間】１日おおむね８時間程度

鹿追町ピュアモルトクラブハウス内

月 額 １8０，０００円

【基本賃金】
（物財費40,000円を差し引くので、総支給額は140,000円）

TEL：０１５６－６９－７１２２
FAX：０１５６－６９－７１２６

・研修祝い金の支給
研修を3ヶ月以上継続者・町内商品券3万円を支給。
・研修期間中
町内開催有料サークル活動等に参加の場合、参加経費の1／2（1,000／月を上限）を支給する。
・就業祝い金の支給
研修期間終了後、引き続き町内に１年以上就業した場合、町内利用できる商品券３万円を支給。
（町内住民登録者限定）

農業体験実習に参加しません

おしゃれな
宿泊施設

わたしたちも
あなたを
待ってます！

鹿追町 農業研修受入事業とは

2020. 4. 1

研修対象者
・鹿追町の農業や商工業に対して意欲をもって研修や実習等に取り組むことができる満18歳以
上の単身女性で心身ともに健康である方。（就学中のものは除く。）
・普通運転免許を有していること。

研修コース
・酪農研修：搾乳や乳牛の飼養管理などの研修です。
・畑作研修：いも・豆・ビートなどの栽培管理と収穫、出荷などの研修です。

研修期間
・酪農研修：１年間（４月～３月）・畑作研修：７ヶ月（４月～１０月）
１日おおむね８時間程度、１ヶ月２５日の研修となります。
毎週日曜日と不定休で毎月１日の休日となります。（天候などによって変更の場合があります。）
その他、特別休暇として毎月に1日休暇があります。

基本賃金
月額１8０,０００円支給。

研修祝い金の支給
研修3ヶ月以上継続者・町内商品券 3万円支給

研修期間中・町内開催有料サークル活動参加者・参加費1/2〔1.000/円月上限〕を支給
就業祝い金の支給
研修修了後、引き続き町内に1年以上就業した場合・町内商品券 3万円支給

必要経費
・女性専用研修滞在施設（ピュアハウス）入居費は無料です。食費・光熱水費は自己負担です。
・来町及び帰省に係る経費は自己負担となります。
・物財費４０，０００円/月を受入農家に支払う。

応募方法
研修申込書を提出してください。
※研修申込書は、鹿追町役場で用意していますので、電話・ＦＡＸ・メール等でご請求下さい。

その他
・ピュアハウスは、各室にバス・トイレ・キッチン・冷蔵庫・電子レンジ・洗濯機・灯油ストーブ・給湯
ボイラー・掃除機・調理器具・無線ＬＡＮ・エアコン（令和元年5月設置）完備です。
・健康保険は、各自で対応してください。
・通勤に使用する車は受入農家が用意します。
・町のイベント、研修会等に参加していただくことがあります。（研修費は町で負担します。）
・研修に関して、ご不明な点などがありましたらお気軽にお問合せ下さい。
【応募・お問合せ】
北海道鹿追町役場農業振興課産業後継者対策係 〒０８１－０２２４
北海道河東郡鹿追町元町３丁目１９－１ ピュアモルトクラブハウス
ＴＥＬ：０１５６－６９－７１２２ ＦＡＸ：０１５６－６９－７１２６
メール ｐｕｒｅｍａｌｔ＠ｔｏｗｎ．ｓｈｉｋａｏｉ．ｌｇ．ｊｐ
（農業研修生のホームページ）
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