
令和3年度第1回

熊本県新規就農セミナー
＆ 就農・就業相談会

【出展マニュアル】

開催日 ：2021年7月3日（土）
会場 ：熊本城ホール3階

（大会議室Ａ3-A４）

相談者受付：12：30～13：00
セミナー：13：00～13：30
相談会 ：13：00～16：00

◆出展団体様向け開場時間
12：00～12：30
◆出展者ガイダンス
12：50～12：55

※出展者ガイダンスの時間は
ブースに着座願います。

熊本県新規就農支援センター
〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18-1 熊本県庁本館10F･9F

・公益財団法人熊本県農業公社 新規就農支援センター

TEL:096-385-2679    FAX:096-213-1239 （県庁本館10階）

・一般社団法人熊本県農業会議

TEL:096-384-3333   FAX:096-385-1468
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1.開催概要

名 称 ： 令和3年度 第1回熊本県新規就農セミナー＆就農・就業相談会

日 時 ： 2021年7月3日（土）13：00～16：00

相談会場： 13:00～16：00 熊本城ホール ３階大会議室A3-A4 （サクラマチ内）
セミナー： 13:00～13：30 熊本城ホール ３階中会議室B1～Ｂ3

目 的 ： 新規就農者の育成・確保を促進するため、各市町村、農業協同組合、熊本県認定
研修機関などの新規就農関係者や就農や農業法人等への就業を希望する者を対象
に、必要な情報の提供やアドバイスを行い、新規就農者の確保を資することを目
的とする。

主 催 ： 熊本県新規就農支援センター

共 催 ： 熊本県
くまもと農業経営継承支援センター くまもと農業経営相談所

協 力 ： 一般社団法人 熊本県農業法人協会

事務局 ： 公益財団法人熊本県農業公社 新規就農支援センター
TEL:096-385-2679  FAX:096-213-1239
Mail：center@kuma.farm.jp
当日緊急連絡先 090-2507-0526（担当：江田（こうだ））
当日緊急連絡先 096-312-3737 熊本城ホール

開催概要
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2.出展にあたり事前に
準備していただくもの（1）
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提出書類

【提出書類】
①相談会プログラム用原稿（提出必須） →メールにて原稿ファイルを送らせていただきます。
②出展団体ＰＲ用原稿（任意提出） →自由原稿スタイル
③会社ＰR用写真数枚（任意提出）
④求人票（農業法人様のみ）

相談会当日、相談者に「相談会プログラム」を配布します。
原稿用紙をメールにて送付いたしますので指定の期日までに
ご送付願います。（期日はメールにてご案内いたします）

新型コロナウイルス感染症予防対策として、完全事前予約制をとらせていただいております。
皆様の健康に留意しながら安全に運営いたしますので、相談者様や出展者様の人数制限を
行います。そのため、出展者様のＰＲの場を当センターの公式ウェブサイトのイベント欄
「7/3相談会特設サイト」で行うことにしました。（ウェブ上での展開）

この特設サイトは、相談者の方に相談会前に目を通していただくように事前にメール案内し、
当日ブース訪問のキッカケとなっていただくことを狙いとしています。

また、当日残念ながらマッチングが叶わなかった場合も、相談会終了後、特設サイトを
残しておりますので、引き続き求職希望、研修希望、相談希望の方に、こちらの特設サイト
をご案内し、就農・就業希望の相談者のご相談のキッカケになればと願っております。
（特設サイトは次回相談会まで掲載予定）※記事はご指定いただければいつでも非表示扱いが可能です。

【相談会特設サイトに掲載する原稿】
①基本原稿・・・・「①相談会プログラム用原稿」のことです。（※提出必須）
②自由原稿・・・・出展団体ＰＲ原稿：自由スタイル （※任意提出）

いただいた原稿を元に、出展者様ＰＲ記事を当センターの方で作成いたしますので
ウェブサイト特設ページに詳細PR記事をご希望の方は「②自由原稿」を提出ください。

（原稿例１）ホームページ、SNSなどありましたらURLを教えてください。
（原稿例２）会社パンフレットやＰＲ資料がありましたら、PDFなどでご提出ください。

（郵送の場合・・公益財団法人熊本県農業公社 江田宛お願いします）

（原稿例３）マイナビ農業、あぐりナビ、第一次産業ネット、などの紹介記事が
ございましたらお知らせください。

③出展団体PR用写真・・・数枚程度（※任意提出）

①相談会プログラム用原稿

②出展団体ＰＲ用原稿

相談会プログラム
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2.出展にあたり事前に
準備していただくもの（２）
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提出書類

②ＰＲ用自由原稿について

【自由原稿作成例】
農業法人様の場合
〇ホームページ、パンフレット等は、特に強調したいポイントをお知らせください。
〇食べチョク、ポケマル、求人情報サイト記事があればそのURL
〇作業風景や圃場の写真、従業員の集合写真など
〇農作業の1日の流れ、1年の流れなど具体的に仕事内容がわかる手作り資料
〇YouTube動画（URLをお知らせください。）

県認定研修機関の場合
〇ＰＲパンフレット 〇マイナビ農業記事URL
〇独自の就農相談ガイドブック 〇移住に関する情報 など
〇独自の支援制度のパンフレット

求人を希望される農業法人様は、「求人票」の提出をお願いいたします。

熊本県新規就農支援センターでは、各々、無料職業紹介事業所の認可を受け、「農業の職業」に限定して

「求人・求職の受付」「紹介・斡旋」 等の無料職業紹介事業を行っています。

【就業相談会の流れ】★必ずお読みください。
①出展される場合は「求人票」を提出下さい。
②いただいた求人票は熊本県新規就農支援センターウェブサイトにて掲示します。（公開を望まれない場合は
受付担当者にご連絡下さい。その際は相談会会場にて求人票の※明示をお願いします。）
[明示方法・・書面での交付]

③相談会当日「相談カード」を提出された相談者の方と、その後正式な面接をされる場合は、職業安定法に
基づき紹介状を発行する必要があるため、受付担当者にご連絡下さい。
また、求職者の方にも「求職票」の提出が必要となってきます。

公益財団法人熊本県農業公社 無料職業紹介事業 許可番号 43-ム-300007
一般社団法人熊本県農業会議 無料職業紹介事業 許可番号 43-ム-300002

④求人票（農業法人様のみ）

②ＰＲ用自由原稿について

④求人票（農業法人様のみ）

（求人票）（求職票）
当センター求人サイト



3.相談会当日の流れ
出展ブースについて
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当日のスケジュール

時刻 項目 内容・注意事項

12：00 出展者受付開始 出展者受付をいたします。検温・消毒
「感染症対策チェックリスト」提出

12：30 開場（イベント開始） 来場者受付

12：50
12：55

出展者ガイダンス 「相談カード」の取り扱いについてご説明します。この
時間はご自分のブースに着座願います。

13：00
16：00

相談会 (13:00-16:00)
セミナー (13:00-13:30）

「相談カード」は必ず受け取ってください。
（忘れずに相談内容・対応内容を記入。）

15：50 ★相談カード回収 相談カードを一旦回収します。PDFにして7月5日
（月）（予定）にメールで送らせていただきます。
相談内容を忘れないようにメモを記すことをお勧めします。

16：00
17：00

撤収作業 お疲れさまでした。撤収作業を行います。
お忘れ物ないようにお気をつけてお帰りください。

【ご出展人数】
〇新型コロナ感染症対策として、1ブース最大2名でのご対応をお願いします。

【ブース仕様】
〇幅180cm長テーブル2本組合せ
〇背面パネル90m×180cm
ディスプレイ用としてご使用下さい。
（養生テープ可 押しピン不可）

〇椅子4脚（出展者２ 相談者２）
〇消毒スプレー・台ふき
※相談者ごとに各自でブース消毒の
ご協力お願いします。

〇Wi-Fi有り。当日パスワードを
貼り出します。

〇電源用のコンセントは床に無数に
ありますのでご自由にご使用下さい。
（場所によってはコンセントがやや
遠い場合がありますので、念の為、 ※飛沫感染防止パネル設置
延長コードをお持ち下さい。）

〇資料コーナーを用意していますので、パンフレット等ご持参ください。
〇名刺など、相談者の方に連絡先がわかるものをご準備ください。

相談カードについて

相談カードは当日16：00前に一旦回収します。
時間までにまとめておかれるか、メモを残されてください。
週明けにPDF化したものを送らせていただきます。
未完成の状態の相談カードは、後日改めて作成していただきます。

相談カード回収袋



4.相談カードについて
その他
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相談カード

相談カードはブースに着席された方はすべて提出
していただきます。

もし、相談カードをお持ちでない方がいた場合は、
受付で新たな相談カードをいただかれるように、
案内下さい。

【相談カード記入について】
裏面に「相談内容」「その対応」をお書きくだ
さい。当日相談者が多く、お忙しい場合は箇条
書きでメモを残されておくと、後日相談カードを
作成する際スムーズです。

アンケート

相談会終了後

相談者・出展者の皆様にはアンケートをお願して
おります。アンケート回収のご協力お願いします。

いただいたアンケート、相談カードをまとめて相談会後に
報告書を作成いたします。また、後日の経過を聞き取り調査
させていただきますので、ご協力お願いします。

当日緊急連絡先

公益財団法人熊本県農業公社 新規就農支援センター
就農相談員 江田 由佳里（こうだゆかり）
TEL: 090-2507-0526
◇熊本城ホール 096-312-3737



5.会場情報

開場アクセス

熊本城ホールには喫煙所はありません。
桜町バスターミナル団体のりばそば喫煙
所をご利用下さい。（会場より2分）

①出口を出て左折 ②24番団体バスのりばへ下る

③エスカレーターを降りて
25番のりばより左折

④24番団体バスのりば手前に
喫煙所があります

①パスート駐車場より見た画像
（★印：エレベーターの場所）

★
②エレベーターで2階へ

④エスカレーターなどで3階へ③入場出入口（パスート側）から
入り左方向へ

電光掲示板で案内表示を
しております。

①→②→③→④の順番です。
感染防止のためご協力お願いします。

⑤エスカレーター・エレベーター
で3階へあがる

①→②→③→④の順番です。
感染症防止のため、ご協力下さい。

④一番奥まで行き、柱より右へ③入場してすぐ右に電光案内板

①サクラマチ2階ファミリーマート
先の入口へ

②熊本城ホール入口
（バスターミナル側）

感染症予防のため手指の消毒の徹底に
ご協力お願いします。
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熊本城ホール会場案内（パスート側より） 熊本城ホール会場案内（バスターミナル側より）

サクラマチ内



6.新型コロナウイルス
感染症予防対策
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【相談会等実施について】
・開催に当たっては、感染予防の対策を徹底します。
・状況の変化次第によっては、開催を中止、縮小、延期する場合があります。
その場合、メール・ホームページ等で周知いたします。

【感染予防対策】
３密（密閉・密集・密接）の回避
○アルコール除菌対策
・アルコール除菌液の設置
・会場入り口にアルコール除菌液の使用を行うよう、サインを設置
・アルコール除菌液の使用を適時アナウンス
・多人数が頻繁に使用する箇所のアルコール除菌
・机、テーブル、演台、マイク、パソコン等運営用スタッフ用備品等の除菌

○換気対策
・会場出入口、窓等の常時開放

○各出展ブースでの対策
・飛沫感染防止パネルの設置
・身体的距離の確保
・マスク着用

○密集の回避
・相談者が集中しないように『事前予約制』にて対応。（人数制限有り。）
・会場入場者総数の制限（会場定員の半数以下）
・相談ブース間隔を２ｍ確保
・相談ブース担当者は２名に制限
・セミナー時の聴講者同士、または演者との間隔確保（間隔を２ｍ確保）

○運営スタッフ等の予防対策
・運営スタッフの検温実施、３７度以上の体温の場合は業務中止

【出展者、来場者について】
○相談会等終了後、入場者に新型コロナウィルス感染の疑いがあった場合に備え、
事前予約を推奨し、会場に入場する人はすべて、「感染症対策チェックリスト」
に連絡先を記入。

〇出展者・来場者の事前検温実施。３７度以上の体温、体調がすぐれない方は入室
を控えていただく。

※今後の状況によってはポリシー内容が変わる場合があります。

【熊本県新規就農支援センター】◆（公財）熊本県農業公社 ◆（一社）熊本県農業会議

ご協力お願いします。

各ブースに「消毒液」と「台ふき」を配置していますので
相談者ごとに机・椅子の消毒のご協力をお願いします。
また、こまめに手指の消毒を行ってください。

★必ずお読みください


