
漁業就業支援フェア2021≪大阪会場 9/25≫　出展団体一覧　　　　　　　 9月21日現在

※白がリアル出展、ピンクがオンラインでの出展となります。出展方法などは変更の可能性があります。

№ 県名 漁場 漁協・業種別団体名 漁家・漁業会社名 漁業種類

1 岩手県 沿岸

いわて水産アカデミー運営協議会

（公益財団法人岩手県漁業担い手育成

基金）

定置網漁業、養殖業等（漁業就

業希望者に対する岩手県の研修

支援制度のＰＲ）

2 千葉県 沿岸 海匝漁業協同組合 不動丸 刺し網漁業、貝けた網漁業

3 千葉県 沿岸
千葉県地域漁業担い手確保・育成支援協

議会
漁業全般

4 新潟県 沿岸 佐渡市水産業雇用促進センター
定置網漁業、えびかご漁業、いか

釣漁業、延縄漁業 等

5 福井県 沖合・遠洋 三国港機船底曳網漁業協同組合 株式会社三国湊舩木水産 沖合底曳き網漁業

6 福井県 沖合・遠洋 三国港機船底曳網漁業協同組合 有限会社板本水産 沖合底曳き網漁業

7 福井県 沖合・遠洋 三国港機船底曳網漁業協同組合 株式会社瀬越水産 沖合底曳き網漁業

8 福井県 沿岸 小浜市漁業協同組合 第十五金廣丸 小型底曳き網漁業

9 静岡県 沿岸 静岡県立漁業高等学園

カツオ一本釣り漁業、まき網漁業、

遠洋マグロはえ縄漁業、各沖合・沿

岸漁業

10 三重県 沿岸 三重県漁業担い手対策協議会 総合窓口

11 三重県 沿岸 三重外湾漁業協同組合　錦事業所 長栄丸 魚類養殖業、刺し網漁業

12 三重県 沿岸 片田真珠養殖漁業協同組合 覚田真珠株式会社 真珠養殖業、真珠母貝養殖業

13 三重県 沿岸 三重外湾漁業協同組合　尾鷲事業所
有限会社はし佐商店　松島定

置
定置網漁業

14 滋賀県 沿岸 滋賀県漁業協同組合連合会 琵琶湖漁業

15 京都府 沿岸 京都府漁業協同組合 有限会社新井崎水産 大型定置網漁業

16 京都府 沿岸 京都府漁業協同組合 蒲入水産株式会社 大型定置網漁業

17 大阪府 沿岸 大阪府鰮巾着網漁業協同組合
大阪府鰮巾着網漁業協同組

合共同事業部

中型まき網漁業、シラス船曳き網

漁業

18 大阪府 沿岸 大阪府鰮巾着網漁業協同組合 栄光丸水産株式会社
中型まき網漁業、シラス船曳き網

漁業

19 大阪府 沿岸 大阪府鰮巾着網漁業協同組合 義丸水産冷蔵株式会社
中型まき網漁業、シラス船曳き網

漁業

20 大阪府 沿岸 高石市漁業協同組合 樽音水産 機船船曳き網漁業(シラス)

21 大阪府 沿岸 深日漁業協同組合 日乃出丸
機船船曳き網漁業(シラス)、小型

底曳き網漁業

22 大阪府 沿岸 深日漁業協同組合 忍丸
機船船曳き網漁業(シラス)、潜水

器漁業

23 大阪府 沿岸 西鳥取漁業協同組合 有限会社英進丸
船曳き網漁業、底曳き網漁業、ワ

カメ養殖業

24 大阪府 沿岸 西鳥取漁業協同組合 相良水産 流し刺し網漁業、ワカメ養殖業

25 兵庫県 沿岸 株式会社ヒマワリ
機船船曳き網漁業（シラス）、ご

ち網漁業

26 和歌山県 沿岸 和歌山県漁業就業者確保育成センター 大型定置網漁業、一本釣り漁業

27 和歌山県 沿岸 有田箕島漁業協同組合
小型底曳き網漁業、船曳き網漁

業
28 島根県 沿岸 海士町漁業協同組合 海士いわがき生産株式会社 イワガキ養殖業

29 島根県 沿岸 島根県 沿岸漁業

30 広島県 沿岸 深江漁業協同組合
刺し網漁業、タコつぼ漁業、小型底

曳き網漁業

31 広島県 沿岸 蒲刈町漁業協同組合
刺し網漁業、タコつぼ漁業、一本釣

り漁業

32 広島県 沿岸 大崎内浦漁業協同組合
刺し網漁業、タコつぼ漁業、一本釣

り漁業



№ 県名 漁場 漁協・業種別団体名 漁家・漁業会社名 漁業種類

33 広島県 沿岸 三原市漁業協同組合
タコつぼ漁業、刺し網漁業、流し刺

し網漁業

34 広島県 沿岸 浦島漁業協同組合 刺し網漁業、タコつぼ漁業

35 広島県 沿岸 横島漁業協同組合 小型底曳き網漁業

36 山口県 沿岸 山口県漁業就業者確保育成センター 山口県就業研修状況及びフェアPR

37 山口県 沖合・遠洋 山口県以東機船底曳網漁業協同組合 有限会社昭和水産 沖合底曳き網漁業

38 高知県 沖合・遠洋 高知県漁業協同組合（近海） 第十八光優丸 近海マグロはえ縄漁業

39 高知県 沖合・遠洋 高知県漁業協同組合（近海） 株式会社栄雄丸水産 近海マグロはえ縄漁業

40 高知県 沿岸
一般社団法人高知県漁業就業支援セン

ター
釣り漁業、定置網漁業、養殖業等

41 高知県 沿岸 高知県漁業協同組合　伊田支所 株式会社魚彩 定置網漁業

42 高知県 沿岸 高知県漁業協同組合（沿岸） 四万十海心株式会社 定置網漁業

43 福岡県 沿岸 福岡県農林漁業就業マッチングセンター
中小型まき網漁業、定置網漁業、

小型底曳き網漁業など

44 長崎県 沿岸 壱岐東部漁業協同組合 海女　酒井 よし子
海女（採介藻）漁業、カキ養殖

業

45 長崎県 沿岸 橘湾東部漁業協同組合 株式会社天洋丸
中型まき網漁業、小型定置網漁

業

46 長崎県 沿岸 ながさき漁業伝習所 沿岸漁業

47 熊本県 沿岸
熊本県漁業就業支援協議会

（芦北町漁業協同組合）
タチウオ曳き縄漁業

48 大分県 沿岸 大分県・大分県漁業協同組合 釣り漁業、まき網漁業

49 大分県 沿岸 大分県漁業協同組合　香々地支店 刺し網漁業、かご漁業

50 大分県 沿岸 大分県漁業協同組合　姫島支店 船主 中堀 新一 一本釣り漁業、潜水器漁業

51 大分県 沿岸 大分県漁業協同組合　佐賀関支店 一本釣り漁業

52 宮崎県 沿岸
公益社団法人宮崎県漁村活性化推進機

構
カツオ・マグロ漁業、沿岸漁業

53 宮崎県 沿岸 宮崎県立高等水産研修所
カツオ一本釣り漁業、マグロはえ縄

漁業、沿岸漁業

54 宮崎県 沿岸 宮崎県
カツオ一本釣り漁業、マグロはえ縄

漁業、沿岸漁業

55 宮崎県 沖合・遠洋 南郷漁業協同組合 近海カツオ一本釣り漁業

56 宮崎県 沖合・遠洋 南郷漁業協同組合 河畑水産有限会社 遠洋マグロはえ縄漁業

57 宮崎県 沖合・遠洋 南郷漁業協同組合 喜福水産株式会社 遠洋マグロはえ縄漁業

58 鹿児島県 沿岸 瀬戸内漁業協同組合 脇田丸 カツオ一本釣り漁業

59 沖縄県 沿岸
沖縄県地域漁業担い手確保・育成支援協

議会

マグロはえ縄漁業、ソデイカ旗流し

漁業

60 中央団体 沖合・遠洋 宮城県北部船主協会
遠洋マグロはえ縄漁業、近海マグロ

はえ縄漁業

61 中央団体 沖合・遠洋 宮城県北部船主協会 株式会社カネシメイチ 遠洋カツオ一本釣り漁業

62 中央団体 沖合・遠洋 日本遠洋旋網漁業協同組合
大祐漁業株式会社（58天王

丸船団）
大中型まき網漁業

63 中央団体 沖合・遠洋 日本遠洋旋網漁業協同組合
大祐漁業株式会社（81・88

天王丸船団）
大中型まき網漁業

64 中央団体 沖合・遠洋 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 長久水産株式会社 遠洋マグロはえ縄漁業

65 中央団体 沖合・遠洋 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 株式会社長久丸 遠洋マグロはえ縄漁業

66 中央団体 沖合・遠洋
一般社団法人全国遠洋かつお・まぐろ漁業

者協会
池田水産株式会社

遠洋マグロはえ縄漁業、サンマ棒受

け網漁業

67 中央団体 沖合・遠洋
一般社団法人全国遠洋かつお・まぐろ漁業

者協会
博洋漁業株式会社

遠洋マグロはえ縄漁業、サンマ棒受

け網漁業


