
令和4年6月30日時点　みえの就農サポートリーダー登録状況 （果樹）

普及センター 研修地
作目・
家畜１

作目・
家畜２

作目・
家畜３

経営の特徴
（ポイントを整理して）

サポート
方針等

11 - 6 桑名 桑名市 みかん 梨

堆肥やもみ殻の積極施用と有機
肥料を使い、品質重視の生産を
行っている。販売は産直を重視
している。

自立営農志向の高い方を望
む。

21 - 6 四日市鈴鹿 四日市市 梨 水稲 柿

31 - 13 津 津市 みかん 水稲 みかんの直販主体の経営。
みかんの栽培を中心に教え
ます。

31 - 19 津 津市 梨 ブドウ

梨を中心に自己の直売所で販売
しています。品種は幸水、豊
水、秀玉を中心とし、ぶどう
（巨峰）も栽培しています。栽
培面では、なつしずく、秋麗な
どの新品種導入や梨のジョイン
ト栽培の取組を始めました。

梨の生産直売は、収穫の喜
びが味わえるだけじゃな
く、お客様と直接ふれるこ
とができる農業形態なの
で、責任が重いですが楽し
みも2倍です。また、新しい
取組にもチャレンジしてい
ますので一緒に勉強しま
しょう。

31 - 21 津 津市 露地野菜 水稲 ブルーベリー

自然農法で、ブルーベリーを生
かした6次産業化を目指してい
ます。販売については宅配とイ
ンターネットでの販売を行って
いきます。当面は、水稲、露地
野菜、ハウストマトブルーベ
リーの生産を行います。今後は
ブルーベリーの摘み取り体験や
子供達を対象とした農業と自然
を学ぶ体験、自家栽培小麦を利
用した石窯天然酵母パン工房、
ブルーベリージャムなどの農産
加工にも取り組んでいきます。

農とは、人間が生きるため
に必要なもの、空気、水、
食べ物、服、住居、エネル
ギーを自然との関わりの中
で生み出す知慧である。地
上の生命の基である自然の
森の永続性と安定性が農地
になった時に失われた意味
を学び、自然の中で生きる
マナーと技を学ぶことによ
り、いかなる時代にも通じ
る持続可能な生き方を農業
を通して実現すること。

41 - 19 松阪 松阪市 果樹 梨 水稲

植栽当初(Ｓ34)から直売を主
に展開しており、消費者ニーズ
に対応した肥培管理、品種導入
を心掛けている。
みえの安心食材認定(梨・水稲)

41 - 22 松阪 松阪市 水稲 みかん 露地野菜 環境に優しい農業へのこだわり

52 - 1 伊勢志摩 鳥羽市 みかん やまとたちばな

みえの安心食材、特別栽培みか
んの認定を受け、農薬の使用量
を35％まで減らし、化学肥料
は使用しないでより自然栽培に
近づける栽培をしている。

新しい感覚を積極的に提案
してくれることを期待しま
す。

57 - 3 伊勢志摩 南伊勢町 みかん 水稲

年間を通して販売ができるよう
な柑橘での品種構成ならびに夏
期のの水稲で年間売り上げがあ
るように、複合経営を心がけて
いる

農業は経営も就労も本人の
やり方次第だと思う。経営
は大変だと思うが、自分の
考え方を自由に生かせるこ
とが農業の魅力だと思うの
で、ガンバロウ。

61 - 8 伊賀 名張市 ブドウ

直売を中心に安心安全で良質な
ブドウを作る。
お客様のニーズに応え、リピー
ト客をつくる。

やる気がある人1年を通して
ブドウ栽培の作業をサポー
トします。

61 - 12 伊賀 名張市 ブドウ 水稲 ブドウの多品種栽培

登録番号



62 - 1 伊賀 伊賀市 ブドウ

環境に優しい農業をめざし、有
機肥料を使い、農薬の使用を減
らすことに努めている。新品種
の導入や販路拡大に取り組んで
いる。

やる気のある人を育ててぶ
どう農家仲間を増やした
い。熱意のある人にはとこ
とん世話していきたい。

62 - 10 伊賀 伊賀市 ブドウ 桃 水稲
果樹中心の経営を行っている。
販売については、直売がほとん
どである。

若い時は、どんなことにも
挑戦してもらいたい。

８１ - 1 紀州 熊野市 かんきつ
柑橘を中心とした栽培。直売所
運営、みかん狩り、ブルーベ
リー狩り体験

みんなで楽しく仕事がんば
りましょう。

８１ - 2 紀州 熊野市 かんきつ
古い品種から新しい品種の植え
かえ。マルチシートを使った高
品質みかんの栽培

楽しい農業、もうかる農業
が出来る様にがんばりま
しょう。

82 - 1 紀州 御浜町 みかん 中晩柑

年間を通して柑橘を出荷。直
売、通販等幅広い売り先を開拓
している。人と環境にやさしい
農業を目指している。

やれば出来る。情熱を持っ
て頑張ろう。
農家の自信と誇りを取り戻
そう。

82 - 6 紀州 御浜町 かんきつ
マルドリ栽培による高品質生産
を目指している。三重紀南１号
の栽培に取り組んでいる。

やる気のある人は歓迎しま
す。

82 - 7 紀州 御浜町 かんきつ
年中みかんのとれる町で年中と
れるみかん栽培を行っている。

元気があれば出来る。やる
気と体力が大事。

82 - 8 紀州 御浜町 かんきつ

三重南紀地域において、柑橘類
の生産・加工・販売、農作業受
託、農業研修生の受入を主な業
務としています。JA三重南紀
が100％出資する農業法人で
す。

温暖で豊かな自然環境に恵
まれ、おもてなしの心にあ
ふれた三重南紀地域でみか
ん作りをしてみませんか。
意欲のある方をお待ちして
いる。
【研修内容】
農業に関する基礎的な知識
と技能、年間の農作業につ
いて1年間の研修を行う。
【その他】
JA出資法人として、JAの総
合事業（営農指導事業、販
売事業、購買事業・信用共
済事業）をいかした出資法
人を活かした全面的なバッ
クアップを行う。

82 - 10 紀州 御浜町 かんきつ
みえの安心食材認定。レモン栽
培をメインに、グリーンパパイ
ヤ、アボカド等を栽培

農業を活かした新たなライ
フスタイルの創造

82 - 11 紀州 御浜町 かんきつ いちご
スマート農業を導入（環境モニ
タリング）して、かおりのを栽
培している。

厳しい栽培・販売環境の地
域ですが、一緒に勉強して
いきましょう。


