
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 （花き花木）

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 - 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

21 - 4 四日市鈴鹿 四日市市 アジサイ ｼｸﾗﾒﾝ

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 - 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 - 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 - 2 四日市鈴鹿 亀山市 花木
種々の植木の栽培に変え出荷労
力の軽減を図る。

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。

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

登録番号



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 （茶）

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

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。

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。

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 - 7 四日市鈴鹿 鈴鹿市 茶 花木 サツキ、ツツジのポット生産

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。

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。

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 - 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。

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



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 （畜産）

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

12 - 2 桑名 いなべ市 肉用牛 水稲 麦
有機物を施用して土づくりに取
組、低農薬栽培(除草剤1回)で
米を作っている。

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。

22 - 4 四日市鈴鹿 鈴鹿市 養鶏卵
大阪中心の出荷が中心で生産か
ら製造までの一貫したラインに
よる出荷方法

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 - 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。

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


