
淡 路 島 の 地 方 創 生
～ 視 察 ・ 研 修 の ご 案 内 ～

法人様向けソリューション型プログラム
パソナグループが挑戦する地方創生

人材育成 文化創造 雇用創造

◆廃校活用 ◆農業ベンチャー支援
◆ワーケーション ◆農業の六次産業化
◆ハイブリッドキャリア ◆県立公園の緑地活性化



淡路島 視察・研修のご案内

本社機能の一部移転に関する内容や、真に豊かな働き方や生き方など、

弊社が抱く未来のビジョンもご紹介します。

セミナー後、淡路島西海岸施設で地産地消のお食事を堪能。

食から地方創生を体感いただきます。

地方創生セミナー+お食事

体感型SDGs研修+お食事

SDGsの本質である「循環」「多様性」「共創」を体感する研修プログラムです。

SDGsを教科書として学ぶのではなく、自分ごととして捉えるためにこれからの

社会の見方やビジネスの在り方を考えるきっかけを作ります。

Plan A+施設視察

セミナー後、各施設の視察にはアテンドがつき、廃校活用の成功事例や

公園活性化におけるアニメパーク構想等を体感いただきます。

多くの企業や自治体がこれまでのビジネス・生活スタイルからの変革を迫られています。これまでにない価値を創出するための

イノベーションの種を見つけ育てる1つの手段が本視察・研修プランです。オンラインではなく、あえてリアルで実施することで、

五感全体で島内施設及びオフィスの雰囲気、景色、匂い、音などを感じることのできる地方創生を体感していただきます。
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◆当施設での対応

・従業員の日々の検温、体調チェック
・従業員の手洗い、アルコール消毒

私たちは安心して視察・研修を御利用いただき、お食事などを楽しんで頂くため、下記の対応を徹底することで
新型コロナウイルス(COVID-19)のクラスター(集団感染)を防止しております。

・従業員のマスクの着用
・１ｍ以上のテーブル間隔の確保 等

・屋内施設の常時換気
・参加者へ検温、消毒のご依頼

感染症対策について

Plan A

Plan B

Plan C



淡路島 視察・研修プラン

◆地方創生セミナー + お食事
パソナグループならではの地方創生を学ぶセミナー+地産地消のレストランでお食事

本セミナーでは2008年より淡路島にてスタートいたしました、少子高齢化や過疎化等の数々の問題点に対する取り組みを
ご紹介させていただきます。また、パソナグループの本社機能一部移転に関する内容や、真に豊かな生き方や働き方など、
弊社が抱くビジョンもご紹介させていただきます。セミナー後の質疑応答も可能です。

A

時間 人数 内容

1時間 10～150名 座学・セミナー

企業理念を含むパソナグループの活動をスライドや動画で分かりやすくご紹介いたします。
また、2020年9月に発表した本社機能の一部移転の狙いや目的をお伝えするとともに、
淡路島のオフィスを写真でご紹介し、社員の働き方もお伝えします。

その他のトピック：農業の六次産業化、ワーケーション、ハイブリッドキャリア、東京一極集中
県立公園緑地活性化、SDGs、廃校活用、就労支援、ひとり親支援

▶地方創生セミナー

▶スケジュール(イメージ)

※時間はセミナーのみです。食事時間は含まれません。
※人数により会場が変わります。 例）のじまスコーラ、北淡震災記念公園など
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10:30～11:30 <地方創生セミナー>

のじまスコーラにて実施本社機能の一部移転を知る
セミナー後は、のじまマルシェでお買い物もできます。

12:15～13:15 ＜お食事＞

オーベルジュ フレンチの森にて食事
淡路島厳選の食材を使った本格フレンチを、自然を感じられる上質な空間で
お愉しみいただけます。

お食事について

セミナーの前後でパソナグループ運営のレストランにてお食事いただきます。
淡路島産の食材を活かした和食・洋食・フレンチ・イタリアンなど幅広いジャンルからお選びいただけます。
人数次第でご案内するレストランが異なります。詳細は、7ページの施設一覧をご確認ください。



◆体感型SDGs研修 + お食事
SDGsの根底にある「共創・循環・多様性」を“体感”するプラン+お食事

自然から学び・感じるSDGs。これからの企業・自治体や事業のあり方を浸透させ、個とチームの力を引き出し、しなやかで
強い組織創りをお手伝いします。企業理念の浸透や事業開発、チームビルディングなどの目的に沿ったプランをアレンジして
提供しております。

B
時間 人数 内容

2時間 20～100名 セミナー・視察・農体験

※時間は研修のみです。食事時間は含まれません。
※研修内容はご要望に合わせてアレンジのご相談が可能です。
※研修は屋外で実施します。雨天時は雨具などを着用いただき実施します。
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・セミナー（1時間）
これからの社会で生きる力とは？
社員が実践する、農を通じた持続可能な環境作りを解説します。

・フィールド探検（1時間）
セミナー後、土・雑草を実際に手で触り観察し、循環や多様性
をおこすデザインについて説明しながらフィールドの注目ポイントを
探検します。例）虫の住処、土で出来た住居など

▶体感型SDGs研修

▶スケジュール(イメージ)

オンラインによる事前打ち合わせについて

※研修のアレンジ内容により別途料金が発生します。

淡路島 視察・研修プラン

12:30～13:30 ＜お食事＞

農家レストラン 陽・燦燦にて食事
自社栽培の採れたて野菜や淡路島産食材など、
地産地消の料理を通じて農を体感していただきます。

10:30～12:30 ＜体験型SDGs研修＞

大自然の中の農地で屋外研修
農を通じて持続可能な社会の実現を考えます。

当日の研修内容をより充実させることを目的に、オンラインにて講師と事前打ち合わせが可能です。
お客様のSDGsに関する既存の取り組みや目指すべき姿及びゴールを共有いただき、お客様ならではの
プログラムにアレンジしてご提案します。



◆地方創生セミナー + お食事 + 施設視察
セミナー後、施設やオフィスの視察を通して地方創生を体感するプラン

廃校活用の成功事例を体感するのじまスコーラや県立公園の緑地活性を学ぶニジゲンノモリの視察など、各施設の視察・
見学にアテンドがつき説明及び紹介をします。百聞は一見に如かず。まずは淡路島での変革を体感ください。

C
時間 人数 内容

終日 10～100名 セミナー・視察

※人数はご相談に応じます。視察の際に人数次第でグループに分かれて行動となる場合がございます。
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・のじまスコーラ
人口減少が著しい淡路市野島地区で2010年の閉校に
なった旧野島小学校を利活用し、2012年に地域活性化
のシンボル「のじまスコーラ」として復活。

・ニジゲンノモリ
民間主導による県立公園の活性化を目的に、淡路マン
ガ・アニメアイランド事業に取り組む。自然環境に包まれた
多くの人が訪れる観光交流型公園をご案内。

▶視察施設及び内容(一例)

「パソナファミリーオフィス」や「ワーケーションハブ」のオフィスを視察できます。社員が子供と同じ空間で働ける環境や海沿いの
シェア型サテライトオフィスをご案内します。誰もが自由にイキイキと働ける環境を体感ください。

オフィス視察

▶スケジュール(イメージ)

地方創生の取り組みについて、知識をインプット

100名まで収容可能なステーキレストランで食事

宿泊について

※人数次第で別施設をご案内させていただく場合もございます。

淡路島 視察・研修プラン

各施設の視察や体感型SDGs研修を合わせた2日以上の視察・研修も可能です。
宿泊施設もパソナグループ施設でご案内させていただきますので、まずは人数やご予算などお気軽にご相談ください。
宿泊施設の詳細は、7ページの施設一覧をご確認ください。

10:30～11:30 ＜地方創生セミナー＞

11:30～12:30 ＜お食事＞

13:00～16:00 ＜施設視察＞ ①廃校活用の成功事例 「のじまスコーラ（30分）」
②文化芸術の発信地 「青海波（30分）」
③公園緑地活性化 「ニジゲンノモリ（2時間）」



おすすめの視察施設

のじまスコーラ

閉校活用の成功事例

視察人数：50名程度まで

滞在目安時間：30分程度

定休日：水曜日

施設一覧 視察・食事・宿泊

視察やお食事で人気の施設をご紹介します。勿論、下記以外の施設視察や食事もご相談ください。

ニジゲンノモリ

県立公園の緑地活性化
青海波 古酒の舎

酒蔵復興における発信地

パソナファミリーオフィス

遊び心溢れる職場環境

おすすめの食事施設

視察人数：40名程度まで

滞在目安時間：2時間程度

定休日：原則無し

視察人数：20名程度まで

滞在目安時間：30分程度

定休日：木曜日

視察人数：20名程度まで

滞在目安時間：30分程度

定休日：原則土日祝

オーベルジュ フレンチの森

本格フランス料理を提供

収容人数：100名程度まで

食事時間：2時間程度

定休日：各棟により異なる

農家レストラン 陽・燦燦

淡路野菜中心の料理

収容人数：100名程度まで

食事時間：1時間程度

定休日：水曜日

青海波 海の舎

クラシックな洋食レストラン

収容人数：100名程度まで

食事時間：1時間半程度

定休日：木曜日

オーシャンテラス

絶景オーシャンビューレストラン

収容人数：100名程度まで

食事時間：1時間半程度

定休日：木曜日

視察・研修 宿泊プラン
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GRAND CHARIOT

北斗七星135 °
望楼 青海波

星降る丘のラグジュアリーホテル

部屋数：23 棟

備考：棟によりタイプが異なる

独立したヴィラタイプのコクーン

で都会にはない贅沢な空間を

お過ごしいただけます。

ホリスティックウェルネスセンター

部屋数：21 室

備考：和室ベッドタイプが中心

研修室や宴会場を備え、また

発行料理や温泉でウェルネス

ワーケーション体験を実現します。

地方創生セミナーと施設視察や体感型SDGs研修を
組み合わせた宿泊を伴う2日以上の視察・研修も可能です。

宿泊施設には、研修室や宴会場、天然ラドン温泉や
トレーニングジムまで完備。
ウェルネスステイやワーケーションにもご利用いただけます。

また宿泊施設から視察可能な各施設やオフィスまでは
最短5分～最大20分程で移動できます。



淡路島 法人向けサイトのご案内
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淡路島法人向けサイトでは、研修旅行や教育旅行、報奨旅行、MICE、パッケージツアー、インバウンド旅行等、様々な

旅行に適ったプログラム・コンテンツの情報を発信しています。

株式会社パソナグループ 事業開発部 観光営業プロジェクトチーム

住所：〒656-2306 淡路市夢舞台2番地展望テラス3階
TEL：050-3684-4245 E-MAIL：awaji_a.sales@pasonagroup.co.jp
担当：一ノ瀬（いちのせ）、小林（こばやし）

営業担当がご要望をヒアリング。最適なプランをご提案させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。

▶研修実施までの流れ

お問合わせ ヒアリング お見積もり プラン決定 研修 振り返り

✔ 旅行会社、企業・各種団体、自治体・行政機関、学校・教育

機関の皆様それぞれの専用ページをご用意し、最新情報をお届け

します。

✔ プログラム、施設一覧や事例紹介、お役立ち資料、よくあるご

質問まで幅広いニーズに応えます。

✔ 資料やホワイトペーパー、紹介動画まで自由にダウンロードがで

きるので、具体的なプログラムの様子などをイメージいただけます。

URL：https://awaji-resort.pasonagroup.co.jp/

視察研修プランまとめページTOPページ

お問い合わせ


