
2022.09.19開催　漁業就業支援フェア2022大阪　出展団体一覧
区分 都道府県 所属団体 出展団体 募集漁業種類

沿岸 岩手県 いわて水産アカデミー運営協議会 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

わかめ類養殖、大型定置網、育成機関

沿岸 宮城県 一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン 一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン 小型底びき網、牡蠣養殖、海苔養殖、ホヤ養殖、ワ
カメ養殖ほか

沿岸 千葉県 千葉県地域漁業担い手確保・育成支援協議会 千葉県地域漁業担い手確保・育成支援協議会 漁業全般
沿岸 東京都 東京フィッシャーズ・ナビ 東京フィッシャーズ・ナビ 釣、採貝藻

沿岸 富山県 新湊漁業協同組合 有限会社矢野漁業
富山県地域漁業担い手確保・育成支援協議会

大型定置網、その他のはえ縄

沿岸 石川県 石川県漁業就業者確保育成センター
石川県漁業協同組合　西海支所
石川県漁業協同組合　ななか支所
石川県漁業協同組合　加賀支所

小型底びき網、中・小型まき網、大型定置網、かに
かご漁

沿岸 福井県 大島漁業協同組合 大島漁業協同組合 沖合底びき網
沿岸 福井県 福井市漁業協同組合 株式会社　鷹巣定置 大型定置網

沿岸 福井県 小浜市漁業協同組合 小浜市漁業協同組合
かき類養殖、その他の魚類養殖
その他漁業振興にかかわること（3年間は、地域おこ
し協力隊としての受け入れを検討）

沿岸 静岡県 静岡県経済産業部水産・海洋局 静岡県立漁業高等学園 生徒募集
沿岸 三重県 南伊勢町役場 南伊勢町役場 まだい養殖、のり類養殖
沿岸 三重県 片田真珠養殖漁業協同組合 覚田真珠株式会社 真珠養殖
沿岸 三重県 熊野漁業協同組合 有限会社恵洋水産 大型定置網
沿岸 三重県 三重外湾漁業協同組合錦支所 長栄丸 まだい養殖、その他の魚類養殖
沿岸 三重県 三重県漁業協同組合連合会 三重県漁業担い手対策協議会 大型定置網、その他の魚類養殖

沿岸 滋賀県 滋賀県漁業協同組合連合会 滋賀県漁業協同組合連合会 小型定置網（エリ漁）・小糸網漁・沖引き網漁・引
縄釣り他

沿岸 京都府 京都府漁業協同組合 西漁丸・白寿丸・田井水産㈲・千共水産㈱・㈲新井崎水
産

沖合底びき網、大型定置網

沿岸 京都府 海の民学舎運営協議会 生徒（研修生）募集
沿岸 大阪府 高石市漁業協同組合 樽音水産 船びき網
沿岸 兵庫県 神戸市漁業協同組合 岩松水産、岩松興産株式会社 船びき網、その他の網漁業（敷網等）
沿岸 兵庫県 沼島漁業協同組合 神辺水産 小型定置網、その他の漁業（かご漁、つぼ漁等）

沿岸 和歌山県 和歌山東漁業協同組合 和歌山東漁業協同組合
弁天前定置水産株式会社

大型定置網、小型定置網、四季折々の漁業種類

沿岸 和歌山県 新宮漁業協同組合 株式会社王子水産 船びき網、中・小型まき網

沿岸 和歌山県 和歌山県漁業協同組合連合会 和歌山県漁業協同組合連合会
和歌山県漁業就業者確保育成センター

大型定置網、その他の釣、曳縄

沿岸 島根県 島根県農林水産部沿岸漁業振興課 島根県農林水産部沿岸漁業振興課 沿岸自営漁業
沿岸 島根県 海士町漁業協同組合 海士いわがき生産株式会社 かき類養殖、沿岸いか釣
沿岸 愛媛県 えひめ漁業担い手確保促進協議会 居村水産㈲、㈲山豊水産、㈱松田 まだい養殖、その他の魚類養殖,真珠養殖
沿岸 愛媛県 愛媛県漁業協同組合　魚島支所 愛媛県漁業協同組合　魚島支所 小型定置網、その他の漁業（かご漁、つぼ漁等）
沿岸 愛媛県 吉田町漁業協同組合 千代丸水産 小型底びき網
沿岸 高知県 高知県漁業協同組合　椎名支所 椎名大敷組合 大型定置網

沿岸 高知県 一般社団法人高知県漁業就業支援センター 一般社団法人高知県漁業就業支援センター 大型定置網、その他の魚類養殖、沿岸漁船漁業（一
本釣漁等）

沿岸 高知県 高知県漁業協同組合　三津支所 三津大敷株式会社 大型定置網
沿岸 長崎県 佐世保市相浦漁業協同組合　黒島支所 佐世保市相浦漁業協同組合 沖合底びき網

沿岸 長崎県 橘湾東部漁業協同組合 株式会社天洋丸 中型まき網、小型定置網、かご漁、岩ガキ養殖、鯖
養殖

沿岸 長崎県 壱岐東部漁業協同組合 壱岐東部漁業協同組合 採貝藻、その他の釣
沿岸 長崎県 野母崎三和漁業協同組合 有限会社　音丸水産 中型まき網
沿岸 長崎県 ながさき漁業伝習所 ながさき漁業伝習所（長崎県水産部水産経営課内） 生徒（研修生）募集
沿岸 大分県 大分県・大分県漁業協同組合 大分県・大分県漁業協同組合 刺網、その他の釣
沿岸 大分県 大分県漁協　臼杵支店 大分県漁協　臼杵支店 小型底びき網
沿岸 大分県 大分県漁業協同組合　姫島支店 大分県漁業協同組合　姫島支店 刺網、潜水器漁業、一本釣り

沿岸 宮崎県 宮崎県立高等水産研修所 宮崎県立高等水産研修所 近海かつお一本釣、近海まぐろはえ縄、中・小型ま
き網　大型定置網　ぶり類養殖

沿岸 宮崎県 公益社団法人宮崎県漁村活性化推進機構 公益社団法人宮崎県漁村活性化推進機構
近海かつお一本釣、近海まぐろはえ縄、かつお・ま
ぐろ漁業、沿岸漁業全般

沿岸 沖縄県 沖縄県地域漁業担い手確保・育成支援協議会 沖縄県地域漁業担い手確保・育成支援協議会 沿岸まぐろはえ縄、その他の釣、ソデイカ旗流し漁
業、鮪一本釣り漁業

沿岸 沖縄県 与那原・西原町漁業協同組合 福喜丸 近海いか釣
沖合・遠洋 宮城県 宮城県北部船主協会 宮城県北部船主協会 遠洋まぐろはえ縄、遠洋かつお一本釣
沖合・遠洋 富山県 全国遠洋かつお・まぐろ漁業者協会 博洋漁業株式会社 遠洋まぐろはえ縄、さんま棒受網
遠洋 富山県 全国遠洋かつお・まぐろ漁業者協会 池田水産株式会社 遠洋まぐろはえ縄
沖合・遠洋 富山県 全国遠洋かつお・まぐろ漁業者協会 伊野水産株式会社 遠洋まぐろはえ縄、さんま棒受網
遠洋 静岡県 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 株式会社福積丸 遠洋まぐろはえ縄
沖合・遠洋 三重県 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 長久水産株式会社 遠洋まぐろはえ縄、近海かつお一本釣
沖合 三重県 和具近海鰹鮪船主組合 有限会社源吉丸漁業 近海かつお一本釣
沖合 島根県 漁業協同組合ＪＦしまね 株式会社浜田あけぼの水産 沖合底びき網
沖合 高知県 室戸沖合鮪漁業船主組合 株式会社　美阿丸 近海まぐろはえ縄
沖合 高知県 室戸沖合鮪漁業船主組合 株式会社　栄雄丸水産 近海まぐろはえ縄
遠洋 高知県 高知県漁業協同組合甲浦支所 第十五大丸 遠洋まぐろはえ縄
沖合 愛媛、福岡県 日本遠洋旋網漁業協同組合 大祐漁業株式会社 大中型まき網
遠洋 鹿児島県 いちき串木野市漁業後継者協議会 いちき串木野市漁業後継者協議会 遠洋まぐろはえ縄


