
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

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 - 2 桑名 桑名市 水稲 小麦 露地野菜

人と自然にやさしいみえの安心
食材認証制度（水稲・ホウレン
ソウ）に取り組んでいる。志を
一とする生産者同士で共同で共
同出資により、直売所を運営し
ている。家族経営協定を締結し
ている。消費者交流会を実施し
ている。

営農意欲の高い方を望む。

11 - 5 桑名 桑名市 シクラメン
バラ・アジ

サイ
その他花き

高品質花き生産に向け、土作り
や鉢ごとの潅水、ハウス内温度
管理など手間を惜しまず生産管
理している。

5つの心を持ちましょう。
１．明るい心　2，感謝の心
3．謙虚な心　4．素直な心
5．奉仕の心

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。

11 - 7 桑名 桑名市 水稲 小麦 大豆

「みえの安心食材表示制度」農
産物として栽培した米の直接販
売。麦跡作地でのホールクロッ
プサイレージ生産に取組、水田
の高度利用と耕畜連携を推進。

独立意欲のあるまじめな方
を望む。

11 - 8 桑名 桑名市 トマト

農外から新規参入して施設トマ
ト栽培を開始した。土耕及び独
立ポット耕栽培。独立ポット耕
栽培では環境制御技術を導入し
て収量の向上に取り組んでい
る。

独立を目指し、独立のため
の技術の習得、知識の習得
のための研修であることを
しっかり自覚して臨んでほ
しい。

11 - 9 桑名 桑名市 施設トマト 水稲

施設トマトの独立ポット耕栽培
に取り組んでいる。独立ポット
耕栽培では環境制御技術を導入
して、収量の向上に取り組んで
いる。今後、高品質（良食味）
トマトの生産及び出荷を目指
す。

桑名市長島町への就農希望
者を求む！

12 - 1 桑名 いなべ市 茶

有機肥料主体で、心をこめた安
全・安心・安価で良質な茶づく
りに専念してる。環境に優しい
農業を実践し、エコファーマー
認証を受けている。6次産業化
法認定事業者になり、伊勢茶の
加工品（バームクーヘン、ペー
スト）を生産。

自立意欲が強い方を望む。

登録番号



12 - 3 桑名 いなべ市 養豚

養老山麓の湧き水と安全な加熱
処理したエサで育てている。厳
選したおいしい血統の豚のみを
販売。大自然の中で愛情いっぱ
いで育てている。環境に優しい
飼育法を実践。

やる気がある方を望む。

12 - 4 桑名 いなべ市 水稲 麦 大豆

水稲：除草剤1回、EMボカシ
を使って化学肥料を使わない栽
培。麦：ファイバースノー。大
豆：契約栽培を行っている。農
産物直売所の運営を開始した。

自立営農意欲が強い人を望
む。

12 - 5 桑名 いなべ市 ネギ キャベツ

平成2年就農。いち早く水耕栽
培に取り組み安定生産してい
る。化学農薬や化学肥料の削減
に取り組み、ネギとチンゲンサ
イでみえの安心食材の認定を受
けている。北勢地区のキャベツ
出荷組織「三重が旬」に加入
し、食品加工事業者への直接販
売により安定した売上げを確保
している。

営農意欲の高い真面目な方
を望む。高い真面目で積極
的な方を望む。

13 - 2 桑名 木曽岬町 トマト 水稲

施設110aにロックウール栽培
システムを導入し、ミディート
マト生産を行っている。10月
～7月に生産し、中京圏・関西
圏の市場を中心に出荷を行って
いる。商品名は、つくつく房枝
の商標登録を取得している。

体験希望でなく、本気で生
産・経営技術習得を希望す
るものを望む。

13 - 3 桑名 木曽岬町 トマト 水稲

施設トマトのロックウール栽
培。排液循環システムを一部に
取り入れて、環境に配慮した栽
培を実施している。

営農意欲の高い真面目な方
を望む。

13 - 4 桑名 木曽岬町 トマト 水稲

施設トマトのロックウール栽
培。排液循環システムを一部に
取り入れて、環境に配慮した栽
培を実施している。

営農意欲の高い真面目な方
を望む。

14 - 1 桑名 東員町 水稲・麦 ホウレンソウ 花き

・ホウレンソウは化学肥料、化
学農薬を使用しない栽培方法。
・水稲の畦畔は除草剤等も極力
使用しない環境配慮型。

14 - 2 桑名 東員町 水稲 小麦 大豆

農薬の使用を極力減らし（除草
剤1回）、肥料は慣行の3割程
度減じた自然農法を実践してい
る。

自立営農意欲が強い人を望
む。体験はお断り。



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

21 - 1 四日市鈴鹿 四日市市 ｼﾞｬｶﾞｲﾓ カブ キャベツ
省力化機械の導入によるｺｽﾄ削
減。

21 - 4 四日市鈴鹿 四日市市 アジサイ ｼｸﾗﾒﾝ

21 - 5 四日市鈴鹿 四日市市 茶 新品種を導入しています。

21 - 10 四日市鈴鹿 四日市市 茶
茶協出荷で適期収穫、新品種へ
の取り組み。

21 - 12 四日市鈴鹿 四日市市 水稲 小麦 大豆

農薬を使用しない農法で大豆を
栽培。環境型農業を行ってい
る。冬野菜を無農薬で栽培して
いる。

元気のある方で、終身農業
者である事を目標にしてい
る人に自然農法、農業を教
えたい。

21 - 13 四日市鈴鹿 四日市市 水稲 小麦 大豆

21 - 14 四日市鈴鹿 四日市市 メロン 水稲

21 - 15 四日市鈴鹿 四日市市 水稲 小麦
みえの安心食材の認証を受け、
環境にやさしい農業

全力投球で頑張ってほし
い。そのためにはこちらも
全力でサポートします！将
来、地域の担い手として成
長してほしい。

22 - 1 四日市鈴鹿 鈴鹿市 トマト
ロックウール栽培と高品質土耕
栽培トマトの生産。

22 - 2 四日市鈴鹿 鈴鹿市 ツツジ コンテナ 消費地、卸業者への直接販売。

22 - 3 四日市鈴鹿 鈴鹿市 茶

「三重の安心食材」の認定を受
け消費者の方にまた飲みたいの
と感じるお茶つくりをめざして
います。

22 - 5 四日市鈴鹿 鈴鹿市 水稲 麦 大豆
ビジネスパートナーとの連携に
よる有利販売

22 - 7 四日市鈴鹿 鈴鹿市 茶 花木 サツキ、ツツジのポット生産

22 - 8 四日市鈴鹿 鈴鹿市 草花 グランドカバー
生産直売をしている。壁面緑化
用商品の開発。

22 - 11 四日市鈴鹿 鈴鹿市 タマリュウ
タマリュウ一本経営で市場、
ホームセンターに出荷してい
る。

22 - 12 四日市鈴鹿 鈴鹿市 ネギ ヒノナ ナス

多品目の露地野菜を中心に、減
農薬を意識し有利な販売先を開
拓しながら基本構想の経営目標
の達成を目指している。

フレンドリーな職場です。
ワイワイ楽しく仕事をしま
しょう。

登録番号



22 - 13 四日市鈴鹿 鈴鹿市
イチゴ
メロン

白ネギ
トウモロコ

シ

多品目作付により安定経営　イ
チゴ・白ネギ・トウモロコシ・
メロン・ナス・トマト

明るく楽しい農業をしま
しょう

22 - 14 四日市鈴鹿 鈴鹿市 植木 シャクヤク

鈴鹿市特産の植木栽培をはじ
め、漢方の原料となるシャクヤ
クの栽培を17年ほど続けてい
る。現在もカンゾウやトウキ、
カギカズラ等の漢方原料の栽培
をすすめている。

国が推進するOTC医薬品推
奨に伴って国産の漢方原料
の必要性が高まっている現
在、17年間で培った漢方原
料の栽培技術を継承してい
きたい。

23 - 1 四日市鈴鹿 亀山市 茶 水稲
化学農薬や化学肥料の削減の取
り組み。

24 - 1 四日市鈴鹿 菰野町 水稲 小麦 大豆
たい肥導入により化学肥料を減
らす

24 - 3 四日市鈴鹿 菰野町
水稲
小麦
大豆

白菜
キャベツ

水稲・小麦・大豆とあわせて、
白菜・キャベツの露地野菜ま
た、イチゴ・スイカ、また、水
耕栽培（小松菜）の施設園芸に
も取り組んでいる。



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

31 - 1 津 津市 花木

六次産業化法による認定を受
け、自ら生産した植物から抽出
した香気成分を使った「香り」
を付加価値とした新商品の開発
を行っている。

花木栽培は、やり様によっ
ては面白い仕事です。
やる気のある人歓迎しま
す。

31 - 2 津 津市 花苗 野菜苗

ホームセンターとの契約で、花
苗100品種、野菜苗100品種
ほどを計画生産している。
農福連携にも力をいれ、障がい
者雇用を行っている。

農業はやる気と気づきが大
事。
やる気のある人、歓迎しま
す。

31 - 4 津 津市 茶

パソコンを農機具の一部に取り
込み、作物（商品）の出荷先を
個人客中心にした経営に取り組
んできた。個性を出すために品
種の違う茶栽培、製造に取り組
んでいる。

津市美杉町竹原での農業自
立を支援、協力させていた
だきたい。

31 - 5 津 津市 養鶏卵

安全・安心の自家配合飼料と
FFCウォーターシステムで生
産した卵を自家生産・販売。
H24年4月みえの安心食材の認
定を受けた。

農業情勢が厳しい中、就農
意欲の高い若い方の活躍を
期待しております。

31 - 9 津 津市 イチゴ

化学農薬や化学肥料削減に取り
組み、みえの安心食材の認定を
受けている。
三重県生まれの「かおり野」
100％のイチゴ栽培中心に契
約出荷、観光等販売にも力を入
れている。

やる気のある人を歓迎しま
す。技術の習得と自立でき
るようサポートします。

31 - 10 津 津市 水稲 小麦 大豆
地域の農地を受託しながら養豚
経営も行っている。

やる気のある人応援しま
す。

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 - 14 津 津市 肉用牛 水稲 小麦

肉牛の糞尿を堆肥化してほ場に
施用し、わら等を肉牛肥育に活
用する循環型農業を自己の経営
内で行っています。

多くの従業員がいるので、
チームワークを大切にした
サポートをします。まじめ
で、意欲と常識を持った人
を支援したいと思います。

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。

登録番号



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。

31 - 23 津 津市 水稲
農協出荷中心で省力化に取り組
み、規模拡大を図っている。

やる気のある人は歓迎しま
す

31 - 24 津 津市 水稲 飼料用米

土地利用型に特化した経営を展
開し、耕蓄連携による飼料用米
の生産に取り組む。地域ぐるみ
で農地集積に取組ながら規模を
拡大し、生産から販売まで経営
の合理化をしている。

31 - 25 津 津市 キャベツ ブロッコリー タマネギ

JAの100％出資の子会社で、
露地野菜（加工キャベツ）を中
心に、カット野菜工場、市場、
産直売場等に出荷している。ま
た、JAと共に農作業の支援も
している。

衰退してきたキャベツの産
地を一緒に活性化させま
しょう

31 - 26 津 津市 イチゴ 章姫、かおりの

高設でイチゴを栽培してい
ます。栽培方法は基本を大
切にしながら高みを目指す
為、毎年変化もさせていま
す。高品質な果実の栽培が
強みです。

31 - 27 津 津市 白ネギ 白ネギの周年栽培

白ネギを周年栽培していま
す。機械操作覚えれます。
何月からでも受入れ可能で
す。

31 - 28 津 津市 水稲 麦

・顧客ニーズに合わせた品種、
農法を用いて農産物を育ててい
ます。
・主にファン作りを目指した特
徴あるイベントを行っていま
す。
・ドローン等ICTを用いて新し
い農業を作っています。

新しいことにチャレンジで
きる人を育てます！



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

41 - 4 松阪 松阪市 茶
４軒の茶農家が経営、直売を中
心に販売に力を入れている。

41 - 6 松阪 松阪市 イチゴ キュウリ 水稲

主に観光イチゴ園を経営し、六
次産業化の取組みとして飲食店
展開を始めた。また、地域の担
い手として活動している。

41 - 10 松阪 松阪市 水稲 小麦
安全・安心な作物の栽培に取り
組んでいる。

やる気のある人のサポート
をしたい。

41 - 12 松阪 松阪市 茶
安全安心なお茶の栽培と加工を
行っている。

41 - 13 松阪 松阪市 茶
環境に優しい茶栽培・加工を
行っています。

41 - 14 松阪 松阪市 水稲 小麦 大豆

山間地域に合った新品種の栽培
に取組み良質な作物の収穫増を
目指す。
化学農薬や化学肥料の使用量を
必要最小限にとどめて、安全・
安心な食物を食卓に届けたい。

家族経営のアットホームな
職場です。農業の基礎から
丁寧に指導します。
やる気のある方大歓迎で
す。私たちと一緒に楽しく
農業を始めてみませんか。

41 - 19 松阪 松阪市 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 - 21 松阪 松阪市 イチゴ 水稲 麦

水稲２品種（ｺｼﾋｶﾘ、三重23
号）、イチゴ３品種（章姫、か
おり野、ともゆき）を導入する
ことによって、適期作業を可能
とした水稲＋イチゴの複合経営
を展開している。
　いちご栽培では、高設ベンチ
化を進めて省力化、労働負担軽
減を図り、また、天敵の導入に
より農薬使用を削減し安全・安
定生産している。

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

42 - 4 松阪 多気町 水稲 伊勢芋 黒豆
環境に優しい農業に取り組んで
いる。

42 - 12 松阪 多気町 伊勢いも 白ネギ スイートコーン

JA多気郡の子会社として設立
され、管内特産の伊勢イモの産
地の維持拡大、耕作放棄地の発
生防止、新規就農者の確保育成
等を図ることを事業目的として
います。

JA多気郡の子会社として、
JA、地域と共に新規就農者
の育成を図ります。

43 - 2 松阪 明和町 水稲 小麦 大豆
肉牛農家とワラと堆肥の交換を
行って土づくりと減化学肥料で
栽培している。

就農希望者の要望と能力に
合わせて研修を行います。

44 - 2 松阪 大台町 茶

肥料にだわり、甘みのある飲み
やすいお茶を生産している。減
農薬栽培。
ぼかし肥料、松阪牛の堆肥使
用。

やる気のある方お待ちして
ます。

登録番号



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

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。

54 - 1 伊勢志摩 玉城町 水稲 小麦 イチゴ
年間雇用できる複合経営を行っ
ている。

遊び心では受け入れできな
い。

54 - 3 伊勢志摩 玉城町 いちご

高設栽培や暖房機、炭酸ガス発
生機の導入等を進め、「章姫」
41%、三重県育成品種「かお
り野」58％を中心に、一部新
品種「よつぼし」等を導入し、
産地全体で生産力の向上に取り
組んでいる。また、新規就農者
の研修受け入れや中古ハウスの
斡旋、若手就農者を中心とした
勉強会や視察等を実施してい
る。

就農への道のりは厳しいも
のがあります。それを乗り
越えられる熱い意欲のある
方、経験豊富な農家、ス
タッフで研修受け入れいた
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。

登録番号



普及センター 研修地
作目・
家畜１

作目・
家畜２

作目・
家畜３
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方針等

61 - 1 伊賀 名張市 トマト 小松菜 ホウレンソウ

土壌分析による施肥設計を行っ
ており、有機栽培であるが収量
は慣行と同程度。
契約出荷による価格の安定を
図っている。

有機農業で十分な生計が立
つように技術的、販売面で
のサポートをします。

61 - 5 伊賀 名張市 水稲 小麦 飼料稲
主穀中心経営、特別栽培米やみ
えの安心食材認定の米生産に取
り組んでいる。

誰かが何とかしてくれな
い。経営者として人の3倍働
く覚悟で励んでください。

61 - 6 伊賀 名張市 葉ネギ 水稲 メロン

ハウスで周年ネギ栽培を中心に
1年を通して野菜全般を栽培す
る。みえの安心食材の認定を受
けている。

経営が成り立つように、基
本を丁寧に指導します。

61 - 7 伊賀 名張市 水稲 作業受託

水稲および作業受託を中心とし
た経営を行っている。環境に配
慮した生産にも取り組んでい
る。

農業は大変なこともある
が、研修をステップにして
頑張ってください。

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 - 10 伊賀 名張市 トマト 小松菜 ホウレンソウ

有機JAS認定に基づく有機農
法を実施。土壌分析による適正
な施肥設計を行い、環境負荷の
低減化につなげている。

農業はしんどい作業も多い
ですが、その分思いどおり
に野菜が生育した時の達成
感は、また格別なものがあ
ります。農業で自立ができ
るための栽培技術や農業経
営の考え方などの指導と、
就農後のサポートを行いま
す。

61 - 11 伊賀 名張市 トマト

３月末定植で夏を越して12月
まで収穫できるようハウスの改
善や各種細菌を使い有機栽培、
減農薬に取り組み、安心できる
トマト作りを行っている。

やる気のある人は歓迎しま
す。

61 - 12 伊賀 名張市 ブドウ 水稲 ブドウの多品種栽培

61 - 13 伊賀 名張市 トマト 葉物野菜 パプリカ
有機JAS認定取得
土壌分析を利用し、環境負荷の
少ない農業を目指している

有機農業を仕事にしたい
方、特に女性で新規就農を
目指す方を少しでもサポー
トしたい

61 - 14 伊賀 名張市 小松菜 水菜

サニーレタ
ス

フリルアイ
ス

・水耕栽培でハウス野菜の栽培
と販売
・障害継続支援B型事業所と提
携して、農福連携事業を行って
いる。

当社では、万全の体制にて
受け入れ準備をしていま
す。一緒に水耕栽培をやり
ましょう。

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 - 3 伊賀 伊賀市 小松菜 リーフレタス 水稲

①同じノウハウの水耕栽培パー
トナー農場で出資し、販路開拓
会社を設立し、高額で買い取っ
てもらい、ＭＩＸサラダで販路
を作っている。②レストランの
食材を作っている。③機能性野
菜を作っている。

栽培技術のみでなく、障が
い者就労支援や、野菜の調
理技術なども学べます。

62 - 5 伊賀 伊賀市 肉用牛 繁殖牛 育成子牛
肉用牛の肥育（伊賀牛）
HACCP認証農場
海外への牛肉輸出

専門知識はもとより、一般
教養もしっかり勉強してく
ださい。

登録番号



62 - 7 伊賀 伊賀市 水稲 野菜 飼料稲
水稲を中心とした土地利用型と
野菜の複合経営を行っている。

中途半端でなく、全力で励
んでください。

62 - 10 伊賀 伊賀市 ブドウ・桃 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。

62 - 11 伊賀 伊賀市 水稲 小麦 大豆

土地利用型の経営。水稲の特別
栽培を始め、麦、大豆の収量を
上げ品質向上に取り組んでい
る。

悔いが残らないよう、やり
たいことを一生懸命やって
ください。

62 - 13 伊賀 伊賀市 水稲 伊賀赤菜 ジャガイモ

六次産業認定事業者として、生
産から販売までを取り組んでい
る。自分のネットワークを作
り、農業に取り組んでいく。
化学農薬や肥料削減に取り組
み、農薬や化学肥料を使用しな
い農業に取り組んでいく。
品種の固定や、変化ある食材栽
培に力点を置いている。

目的を持った方、歓迎しま
す。
実施を中心としてポイント
説明します。基礎的技術を
サポートします。

62 - 15 伊賀 伊賀市 水稲 キャベツ アスパラガス

水稲を中心にアスパラガス・露
地野菜の生産、育苗後のトマト
システム栽培を行っている会社
です。

栽培から経営までしっかり
受け答えします。

62 - 16 伊賀 伊賀市 野菜多品目

農薬、化学肥料は使わず、露地
栽培による有機野菜作りに取り
組んでいます。
それは、これからも継続的に生
き物に住めるように自然環境を
残せる農業をしてゆきたいと考
えているので。また、同じよう
な志を持つ方が農家になれるよ
うに生産者の育成に取り組んで
います。

一緒に有機農業の現場で働
いていけるようにチャレン
ジしませんか。簡単ではな
いですが、やりがいのある
働き方です。興味のある方
は、見学に来てください。

62 - 17 伊賀 伊賀市 水稲 麦

・減農薬を徹底し化学肥料を軽
減して、鶏糞・牛糞・馬糞の堆
肥を使用した循環型農業。
・スマート農業による自動運
転、農業用ドローンでの防除。
・DXを導入し経験による指導
ではなく、データによるマニュ
アル化。
・自ら栽培した商品を、色々な
発想をもって新商品の開発をす
る。
・イベント等への積極的な参
加。
・お客様との顔と顔とのお取
引。

自分たちが作った物を自分
たちで販売し、消費者の顔
が見え、お客様とコミュニ
ケーションが取れる農業。6
次化の新商品の開発。DXに
よるシステム化によるサ
ポート体制。

62 - 18 伊賀 伊賀市 アスパラガス シイタケ

SNS等を使い農業の魅力や可
能性を発信し、販売促進へ繋げ
ている。6次産業化にも力を入
れ、閑散期の収入の安定を目指
している。

栽培から経営までしっかり
受け答えします。
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72 - 1 紀州 紀北町 イチゴ 水稲

イチゴと水稲の複合経営。イチ
ゴについては作業性の良い高設
栽培を導入し、収穫期後半には
観光農園も開設している。

やる気のある人を応援しま
す。

72 - 2 紀州 紀北町 水稲 野菜

有効微生物群を使用した自然農
法への取り組み。化学肥料、農
薬、除草剤等の不使用による環
境と安全安心に取り組んでい
る。

環境への配慮ができ、消費
者への安全安心な食材提供
に意欲的な人は歓迎しま
す。自然農法の基礎的な技
術習得をサポートします。

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 かんきつ

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 - 2 紀州 御浜町 花き 水稲
園芸ときのこの複合経営で周年
出荷。

晴耕雨読。農に入れば農に
従え

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 - 9 紀州 御浜町 水稲

良食味の「コシヒカリ」を基幹
品種とし、飼料用米を取り入れ
るなど需要に応じた作付けを
行っています。また、人と自然
に優しい三重の安心表示制度の
認証を受け、環境にやさしい農
業、生産者の顔の見える米づく
りを実践しています。

将来は地域の担い手となる
意欲の高い方を望みます。
独立、自営就農のための技
術、知識の習得のための研
修であることをしっかりと
自覚していただき、一生懸
命にがんばる研修生には誠
心誠意サポートしたいと思
います。

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。
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