
畜産クラスター事業要望調査　提出先・問合せ先
農政局・都道府県

住所 TEL
北海道札幌市中央区南22条西6-2-22 011-330-8807

北海道農政部生産振興局畜産振興課 北海道札幌市中央区北3条西3丁目
011-231-4111
（内線27-762）

宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 022-221-6198
青森県農林水産部畜産課 青森県青森市長島1-1-1 017-734-9496
岩手県農林水産部畜産課 岩手県盛岡市内丸10-1 019-629-5721
宮城県農林水産部畜産課 宮城県仙台市青葉区本町3-8-1 022-211-2851
秋田県農林水産部畜産振興課 秋田県秋田市山王4-1-1 018-860-1806
山形県農林水産部畜産振興課 山形県山形市松波2-8-1 023-630-2435
福島県農林水産部畜産課 福島県福島市杉妻町2-16 024-521-7366

埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 048-740-0028

茨城県農林水産部畜産課 茨城県水戸市笠原町978-6 029-301-3982(ハード）
029-301-3988(リース）

栃木県農政部畜産振興課 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 028-623-2344
群馬県農政部畜産課 群馬県前橋市大手町1-1-1 027-226-3103
埼玉県農林部畜産安全課 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 048-830-4195
千葉県農林水産部畜産課 千葉県千葉市中央区市場町1-1 043-223-2777
東京都産業労働局農林水産部農業振興課 東京都新宿区西新宿2-8-1 03-5320-4842
神奈川県環境農政局農政部畜産課 神奈川県横浜市中区日本大通1 045-210-4508
山梨県農政部畜産課 山梨県甲府市丸の内1-6-1 055-223-1608
長野県農政部園芸畜産課 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 026-235-7481
静岡県経済産業部畜産課 静岡県静岡市追手町9-6 054-221-2707

石川県金沢市広坂2-2-60 076-232-4317
新潟県農林水産部畜産課 新潟県新潟市中央区新光町4-1 025-280-5308
富山県農林水産部農業技術課 富山県富山市新総曲輪1-7 076-444-3288
石川県農林水産部生産流通課 石川県金沢市鞍月1-1 076-225-1623
福井県農林水産部生産振興課 福井県福井市大手3-17-1 0776-20-0439

愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2 052-223-4625
岐阜県農政部畜産課 岐阜県岐阜市藪田南2-1-1 058-272-8447
愛知県農林水産部畜産課 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2 052-954-6425
三重県農林水産部畜産課 三重県津市広明町13 059-224-2541

京都府京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町 075-414-9022
滋賀県農政水産部畜産課 滋賀県大津市京町4-1-1 077-528-3855
京都府農林水産部畜産課 京都府京都市上京区下立売通新町西入藪之内町 075-414-4983
大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎21階06-6210-9618
兵庫県農政環境部畜産課 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1 078-362-3455
奈良県農林部畜産課 奈良県奈良市登大路町30 0742-27-7450
和歌山県農林水産部畜産課 和歌山県和歌山市小松原通1-1 073-441-2923

岡山県岡山市北区下石井1-4-1 086-224-4511
鳥取県農林水産部農業振興戦略監畜産課 鳥取県鳥取市東町1-220 0857-26-7285
島根県農林水産部畜産課 島根県松江市殿町1番地 0852-22-5111
岡山県農林水産部畜産課 岡山県岡山市北区内山下2-4-6 086-224-2111
広島県農林水産局畜産課 広島県広島市中区基町10-52 082-228-2111
山口県農林水産部畜産振興課 山口県山口市滝町1-1 083-922-3111
徳島県農林水産部畜産振興課 徳島県徳島市万代町1-1 088-621-2415
香川県農政水産部畜産課 香川県高松市番町4-1-10 087-832-3430
愛媛県農林水産部畜産課 愛媛県松山市一番町4-4-2 089-912-2575
高知県農業振興部畜産振興課 高知県高知市丸ノ内1-7-52 088-821-4553

熊本市西区春日2-10-1 096-211-9111
福岡県農林水産部畜産課 福岡市博多区東公園7-7 092-651-1111
佐賀県生産振興部畜産課 佐賀市城内1-1-59 0952-24-2111
長崎県農林部畜産課 長崎市江戸町2-13 095-824-1111
熊本県農林水産部畜産課 熊本市中央区水前寺6-18-1 096-383-1111
大分県農林水産部畜産振興課 大分市大手町3-1-1 097-536-1111
宮崎県農政水産部畜産振興課 宮崎市橘通東2-10-1 0985-26-7111
鹿児島県農政部畜産課 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-2111

沖縄総合事務局生産振興課畜産振興室 那覇市おもろまち２－１－１ 098-866-1653
沖縄県農林水産部畜産課 那覇市泉崎1-2-2 098-866-2269

中国四国農政局生産部畜産課

九州農政局生産部畜産課

北海道農政事務所生産経営産業部生産支援課

東北農政局生産部畜産課

関東農政局生産部畜産課

北陸農政局生産部畜産課

東海農政局生産部畜産課

近畿農政局生産部畜産課



窓口団体
住所 TEL

北海道ブロック

一般社団法人北海道酪農畜産協会 北海道札幌市北4条西1-1 011-209-8550

東北ブロック
一般社団法人青森県畜産協会 青森県青森市中央2丁目1-15青森県畜連ビル2Ｆ 017-722-4331
一般社団法人岩手県畜産協会 岩手県滝沢市砂込389-7 019-694-1300
一般社団法人宮城県畜産協会 仙台市宮城野区安養寺3-11-24 022-298-8473
公益社団法人秋田県農業公社畜産部 秋田県秋田市山王4-1-2 018-893-6213
公益社団法人山形県畜産協会 山形市七日町3-1-16 023-634-8108
公益社団法人福島県畜産振興協会 福島県福島市五月町10-17 024-522-4222

関東ブロック

公益社団法人茨城県畜産協会 茨城県水戸市梅香1-2-56 029-231ｰ7501

公益社団法人栃木県畜産協会 栃木県宇都宮市平出工業団地6-7 028-664-3434
公益社団法人群馬県畜産協会 群馬県前橋市亀里町1310 027-220-2371
一般社団法人埼玉県畜産会 埼玉県熊谷市須賀広784番地 048-536-5281
公益社団法人千葉県畜産協会 千葉県千葉市中央区新宿1-2-3K&T千葉ビル3階 043-242-5417
（東京都）公益社団法人中央畜産会 東京都千代田区外神田2-16-2 03-6206-0840
一般社団法人神奈川県畜産会 神奈川県横浜市磯子区西町14-3 045-761-4191
公益社団法人山梨県畜産協会 山梨県甲府市里吉3-9-1 055-222-4004
一般社団法人長野県畜産会 長野県長野市大字中御所字岡田30-9 026-228-8809
公益社団法人静岡県畜産協会 静岡県静岡市葵区相生町14-26-3 054-274-0220

北陸ブロック
公益社団法人新潟県畜産協会 新潟県新潟市西区山田字堤付2310-15 025-234-6781
公益社団法人富山県畜産振興協会 富山県富山市手屋3-10-15 076-451-0117
公益社団法人石川県畜産協会 石川県金沢市古府1-217 076-287-3635
一般社団法人福井県畜産協会 福井県福井市大手3-2-18 0776-27-8228

東海ブロック
一般社団法人岐阜県畜産協会 岐阜県岐阜市下奈良2-2-1岐阜県福祉・農業会館内 058-273-1111
公益社団法人愛知県畜産協会 愛知県名古屋市中区丸の内3－4-10大津橋ビル内 052-951-7477
一般社団法人三重県畜産協会 三重県津市桜橋1-649農業共済会館１階 059-213-7512

近畿ブロック
一般社団法人滋賀県畜産振興協会 滋賀県近江八幡市鷹飼町北4-12-2 0748-33-4345
公益社団法人京都府畜産振興協会 京都府京都市南区東九条西山王町1京都ＪＡ会館 075-681-4280
一般社団法人大阪府畜産会 大阪府大阪市中央区谷町1-3-27大手前建設会館 06-6941-1351
公益社団法人兵庫県畜産協会 兵庫県神戸市中央区海岸通1番地兵庫県農業会館内 078-381-9356
一般社団法人奈良県畜産会 奈良県奈良市高畑町1116-6農業振興会館内 0742-23-4004
公益社団法人畜産協会わかやま 和歌山県和歌山市美園町5-1-1ＪＡビル5階 073-426-8133

中四国
公益社団法人鳥取県畜産推進機構 鳥取県鳥取市末広温泉町723 0857-21-2774
公益社団法人島根県畜産振興協会 島根県松江市殿町19-1島根JAビル内 0852-31-3609
一般社団法人岡山県畜産協会 岡山県岡山市北区磨屋町9-18 086-222-8575
一般社団法人広島県畜産協会 広島県広島市中区大手町4-7-3JAビル 082-244-1783
公益社団法人山口県畜産振興協会 山口県山口市小郡下郷2139 083-973-2725
公益社団法人徳島県畜産協会 徳島県徳島市北佐古一番町61-11 088-634-2680
公益社団法人香川県畜産協会 香川県高松市寿町1-3-2　高松第一生命ビル6階 087-825-0284
公益社団法人愛媛県畜産協会 愛媛県松山市三番町4-4-7 089-948-5365
一般社団法人高知県畜産会 高知県高知市五台山5015-1 088-883-8161

九州
公益社団法人福岡県畜産協会 福岡市博多区千代4-1-27福岡県自治会館 092-641-8723
公益社団法人佐賀県畜産協会 佐賀市栄町2-1佐賀県ＪＡ会館内 0952-24-7121
一般社団法人長崎県畜産協会 長崎市銭座町3-3 095-843-8825
公益社団法人熊本県畜産協会 熊本市東区桜木6-3-54 096-365-8200
公益社団法人大分県畜産協会 大分市古国分1220番地 097-545-6591
公益社団法人宮崎県畜産協会 宮崎市広島1-13-10 0985-41-9300
公益社団法人鹿児島県畜産協会 鹿児島市鴨池新町15 099-258-5675
公益財団法人沖縄県畜産振興公社 那覇市古波蔵1-24-27 098-855-1129


