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種別 番号 事業体・団体名 地　域 水稲 野菜 花植木 果樹 畜産 茶 キノコ 観光 林業 漁業 その他 会社の特徴

1 農事組合法人桑名農耕センター 桑名市 ●
水稲・小麦生産及び農作業請負等をしています。一歩一歩マイペースで前進
して、いつまでもロマンのもてる法人でありたいと思っております。

2 有限会社松葉ピックファーム いなべ市 ●
三重のブランド豚　さくらポークを生産販売している６次産業にも取り組ん
でいる会社。

3 株式会社ふじた農産 いなべ市 ● ●
水稲・大麦・大豆・そば・キャベツ・里芋の栽培経営。消費者に喜んでもら
える安全な農産物を提供します。

4 野呂食品株式会社 四日市市 ●
原木しいたけにこだわり、安全で安心して食べられるオンリーワンの食材づ
くりを心掛けている会社。

5 株式会社沖植物園 鈴鹿市 ● 植木の生産をしている会社で、自然に囲まれて働けます。

6 有限会社東洋テクノファーム 鈴鹿市 ●
鶏卵の生産・加工・販売の会社です。私たちは、たまごを通して食卓に笑顔
をお届けします。

7 有限会社こうちく男爵 津市 ● ● ●
いちごの栽培・販売・観光農園・ロールケーキ等の加工、きゅうりの栽培・
販売をしている。パテェシエ経験者求む！！

8 株式会社三重コンバイン 津市 ● ●
稲作・作業請負をしている。田の冬場利用（野菜類）を考え中。試験的に
行っています。米の生産に厳しい時代にどうすれば収入の向上が出来るのか
といろんな事に挑戦していきます。

9 株式会社三重ヒヨコ 津市 ●
ヒヨコを全国の養鶏場に販売、ヒヨコを通して安心安全な鶏卵の供給に貢献
している。

10 株式会社ＴＥＮＹＡ 津市 ●

11 有限会社亀井園芸 津市 ●
種をまくところがら、お店への配達までを一貫して自社で行っています。
花壇苗・野菜苗を中部エリアを中心にホームセンターや専門店へ市場を通さ
ずに出荷。

12 有限会社土夢パワーファーム 津市 ● ●
土に夢を託し、食の根幹となる米や野菜の生産に取り組む。会社も地域も元
気になる農業を目指している。

13 鈴木花卉園 津市 ●

14 中山　昌治 津市 ● ● いちご・トマト等施設野菜とレタス・キャベツ等露地野菜・水稲も栽培

15 朽木　洋輔 津市 ● ● きゅうりを施設栽培

16 うれし野アグリ株式会社 松阪市 ●
設立２０１３年４月、資本金7,000万円、植物工場によるトマト生産
（2ha）・販売事業を行っている。農業をアツく。日本を強く。

17 有限会社グリーントピア・ヨシダ 玉城町 ● ●
三年前に国の６次産業化認定を受け、平成25年5月に玉城農菜館ゆずりはを
オープン。米・野菜の生産から加工販売まで一貫して行っている。安心して
食べられる野菜作りをめざして、一緒に頑張りませんか？

18
三重南紀元気なみかんの里 創生プロジェ
クト協議会

御浜町
新規就農希望者に対して、行政（県・各３市）、ＪＡ、生産者が一体となっ
てサポート。住宅斡旋・研修先のマッチングも実施。

19 多気町　農林課 多気町
三重県のほぼ中央にある町。古くから農業が盛んなまちで、伊勢茶、伊勢
芋、前川次郎柿、しいたけ、みかん、松阪牛、鮎など、潤いのある大地から
たくさんの特産品が生産されています。

20 紀北町役場　農林水産課 紀北町
東紀州地域の玄関口である紀北町は、自然と調和した豊かな観光資源と農林
水産資源に恵まれた町。農業体験や就農しませんか。

21 熊野市 農業振興課 熊野市
新規就農者や地域おこし協力隊など様々な形での受け入れ体制を充実させて
います。世界遺産「熊野古道」のまちで熊野市で「あなたのやる気」試して
みませんか？

22 安田木材有限会社 亀山市 ●
昭和34年創業、森林の環境保全に努め、地域産業の活性化の担い手として誇
りをもって頑張っている会社。

23 木原造林株式会社美杉事業所 津市 ●
本店所在地は東京都で創業大正13年11月、資本金50,000,000円、従業員は93
名、北から南まで16事業所あり。

24 松阪飯南森林組合 松阪市 ● 林業全般を行なっている会社。

25 有限会社ナカイ 松阪市 ●
木の伐倒・造材・搬出が主な作業です。（山に行き、チェーンソーで木を伐
り、用途にあった長さに玉切り、グラップル、フォワーダ等林業機械で山土
場まで運びます。）　ヤル気のある方、是非！！

26 諸戸林友株式会社 大台町 ●

27 株式会社フォレスト伊賀 伊賀市 ● 立木の買付・立木の伐採・搬出・運搬等の林業一般を行なっている会社。

28 マルタピア協業組合 伊賀市 ●

平成６年に伊賀地域にあった５つの原木市場が合併し設立。伊賀地域及び奈良県から出材さ
れる原木を整理陳列し、月に2回競り市を開催。県内外の製材業者に販売している。当伊賀地
域は優良な杉桧の産地として知られており、良材を取り扱うことで木の知識を得るには最良
と考えています！

29 三重くまの森林組合 熊野市 ●
平成24年4月に２組合が合併し、熊野市・南牟婁郡をエリアとする県下で一番
南に位置する組合。主に森林整備、利用間伐の事業をおこなっている。

30 晃榮林業株式会社 熊野市 ●
県内トップの原木供給量と技術力の高い架線集材を守りつつ、高性能林業機
械を早期から導入するなど日々技術発展とともに大切な伝統・文化・環境を
重んじ、伐採・植林・育林を継承し、社会発展と環境保全に寄与している。

31 林業労働力確保支援センター 県域

32 石神　昭年 志摩市 ● 海女漁、漁師宿も経営している。アットホームな環境。

33 有限会社甚昇丸 紀北町 ●
昭和10年頃より巻き網漁を営み、昭和40年法人化、平成11年沖合底曳網に切
り替え。単船操業で家族的な職場。

34 宝盛水産 熊野市 ● 定置網漁業の会社。朝は早いが、やりがいのある仕事です。

35 有限会社恵洋水産 熊野市 ●
昭和47年創業以来、定置網漁業を営み、現在２漁場で水揚げ。平均年齢３８
歳と若く、全国各地から気のいい仲間が集まってます。

36 三重県漁業担い手対策協議会 県域

37 農林水産省　東海農政局

38 三重県中央農業改良普及センター

39 三重県農業大学校

40 三重県農業協同組合中央会

41 三重県農業会議

42 ハローワーク津（津公共職業安定所）

43 農林漁業就業者コーナー

林
業

林業就業に関する相談及び情報提供

漁
業

・漁業求人相談
・漁業就業に関する各種相談

三重県農林漁業就業・就職フェア2015夏　出展者情報

就農相談 (熊野市・御浜町・紀宝町で柑橘（みかん）栽培を始めたい方)

○多気町内での農業相談と空き家を利用した移住相談

○一次産業就業相談
○一次産業就業体験事業参加者募集（平成２７年度９月・２月）

○新規就農者への熊野市独自の助成制度等の情報提供
○熊野市ふるさと振興公社農業研修事業に係る研修生の募集
○熊野市地域おこし協力隊（農業分野）の募集

農
業

行
政
・
関
係
機
関

就農相談（全般）　国の支援策の紹介等

就農全般にかかる相談

学校案内・相談

ＪＡ利用・営農に関する相談

農地の取得（売買・賃借）方法について
農業生産法人の設立方法について

農林漁業の求人情報の提供及び職業相談等

セミナーで発表していただく方の体験談コーナー

http://www.sakurapork.net/
http://www.genboku-siitake.com/
http://www.mecha.ne.jp/~okisyoku/
http://www.toyo-technofarm.com/
http://www.koutiku-dansyaku.com/
http://www.kameiengei.com/index.html
http://www.zc.ztv.ne.jp/dhj42eza/
http://ureshinoagri.com/
http://web.kumadoco.net/syuunou/
http://web.kumadoco.net/syuunou/
http://www.town.taki.mie.jp/
http://www.city.kumano.mie.jp/
http://www.kiharazourin.co.jp/
http://www.mi-sinrin.or.jp/
http://forest-iga.jimdo.com/
http://www.miekumano.or.jp/
http://www.jinshomaru.com/original18.html
http://www.kumanoshi.com/shop/keiyousuisan.html


44
総合カウンセリングコーナー
㈱パソナ農援隊

45 【総合相談】　三重県

46 （公財）三重県農林水産支援センター

求人情報のみ

種別 事業体・団体名 地　域 水稲 野菜 花植木 果樹 畜産 茶 キノコ 観光 林業 漁業 その他 会社の特徴

求人
情報

有限会社アグリベース辻 東員町 ● ●

米麦大豆を生産し、定期的に障害者との共同作業も行っています。総合化事
業計画の認定を受け、生産物の需要の開拓としてギフトセット販売を開拓中
です。他、耕畜連携のための作業もしています。

求人
情報

株式会社ささら 鈴鹿市 ●
お茶の栽培から製造、販売、加工品の企画を行なってます。自然相手に大変
ですが、楽しい社員と共にお茶しませんか？明るく話好きな元気なあなたを
希望します。

求人
情報

桐生　繁之 鈴鹿市 ● 農薬と肥料を減らした環境保全型農業を行なっています。

求人
情報

夢ファームターチャン 松阪市 ● ●
平成15年4月設立、農業全般を行う。「安全・安心な農産物を栽培し、たくさ
んの人に食べてもらいたい」をモットーに農産物生産に取り組んでいます。
やる気のある人待っています。

求人
情報

株式会社ヤマヨ組 明和町 ● ●
水稲・小麦・大豆・野菜の生産とそれらの作業受託をしています。若い社員
が多く活気があります。一緒に働いてくれる若い人を待っています。

農
業

農林漁業に関する総合案内・情報提供

農地の情報及び中間管理機構情報提供

（当日の出展はありません。）

農林漁業で働きたいが自分には何が向いているのか、話をしながら考えをまとめるコー
ナー

http://www.sasara-tea.com/
http://www.rakuten.co.jp/kiryu-okome/

	出展者ｲﾝﾃﾞｯｸｽ 

