
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 （野菜）

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・
施設野菜

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 - 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 - 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。

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 - 2 四日市鈴鹿 四日市市 花苗 野菜苗
野菜苗、花苗に付加価値を付け
て販売促進。

登録番号



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 - 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。

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

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。

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 - 8 津 津市 キュウリ

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。
36年間キュウリ一筋で栽培に
は自信を持っている。

やる気のある人を歓迎しま
す。農業に対する心構え、技
術習得をサポートします。

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 - 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 - 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。

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 - 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 - 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。

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。

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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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。

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 - 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。

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。

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。


