都道府県における相談窓口
都道府県名

北海道

相 談 窓 口

連 絡 先

農政部技術普及課農薬担当

011-231-4111(27-838)

空知総合振興局農務課生産振興係

0126-20-0083（直通）

石狩振興局農務課生産振興係

011-204-5847（直通）

後志総合振興局農務課主査（食品政策）

0136-23-1388（直通）

胆振総合振興局農務課主査（生産振興）

0143-24-9815（直通）

日高振興局農務課主査（食品政策）

0146-22-9344（直通）

渡島総合振興局農務課生産振興係

0138-47-9494（直通）

檜山振興局農務課主査（食品政策）

0139-52-6574（直通）

上川総合振興局農務課食品政策係

0166-46-4984（直通）

留萌振興局農務課生産振興係

0164-42-8489（直通）

宗谷総合振興局農務課生産振興係

0162-33-2951（直通）

オホーツク総合振興局農務課農産係

0152-41-0664（直通）

十勝総合振興局農務課食品政策係

0155-26-9063（直通）

釧路総合振興局農務課生産振興係

0154-43-9224（直通）

根室振興局農務課主査（食品政策）

0153-23-6871（直通）

備

考

・農地での農薬使用に関する相談については、振興局農務課と
農政部技術普及課が連携して対応する体制となっている。
・また、公園等での農薬使用に関する相談については、振興局
農務課と環境生活課及び農政部技術普及課と環境生活部環
境推進課が連携して対応する体制となっているが、農薬が原
因と確定していれば農務課等が対応する。

都道府県名

相 談 窓 口

連 絡 先

農林水産部食の安全・安心推進課

備

考

017-734-9353

東青地域県民局地域農林水産部 農業普及振興室 017-734-9961（直通）
中南地域県民局地域農林水産部 農業普及振興室 0172-33-2902（直通）
〃

黒石普及分室 0172-52-4335（直通）

三八地域県民局地域農林水産部 農業普及振興室 0178-23-3794（直通）

青森県

〃

三戸普及分室 0179-23-3264（直通）

西北地域県民局地域農林水産部 農業普及振興室 0173-35-5719（直通）
〃

つがる普及分室 0173-42-2222（直通）

上北地域県民局地域農林水産部 農業普及振興室 0176-23-4281（直通）
〃

三沢普及分室 0176-53-2498（直通）

下北地域県民局地域農林水産部 農業普及振興室 0175-22-2685（直通）

【参考】青森県ＨＰ；
http://www.applenet.jp/~syoku-anzen/nouyaku/

都道府県名

相 談 窓 口
中央農業改良普及センター
地域普及グループ
中央農業改良普及センター
遠野普及サブセンター
中央農業改良普及センター
西和賀普及サブセンター
盛岡農業改良普及センター
八幡平農業改良普及センター
八幡平農業改良普及センター
岩手町駐在
奥州農業改良普及センター
一関農業改良普及センター

岩手県
大船渡農業改良普及センター
宮古農業改良普及センター
宮古農業改良普及センター
岩泉普及サブセンター
久慈農業改良普及センター
二戸農業改良普及センター
中央農業改良普及センター
県域普及グループ
中央農業改良普及センター
軽米普及サブセンター
病害虫防除所

連 絡 先
電話：0197-68-4464
FAX：0197-68-4474
電話：0198-62-9937
FAX：0198-62-0362
電話：0197-82-3125
FAX：0197-82-2212
電話：019-629-6726
FAX：019-629-6739
電話：0195-75-2233
FAX：0195-75-2269
電話：0195-62-3321
FAX：0195-62-1377
電話：0197-35-6741
FAX：0197-35-6303
電話：0191-52-4961
FAX：0191-52-4965
電話：0192-27-9918
FAX：：0192-27-9936
電話：0193-64-2220
FAX：0193-64-5631
電話：0194-22-3115
FAX：0194-22-2806
電話：0194-53-4989
FAX：0194-53-5009
電話：0195-23-9208
FAX：0195-23-9387
電話：0197-68-4435
FAX：0197-71-1088
電話：0195-47-1075
FAX：0195-49-3013
電話：0197-68-4427
FAX：0197-68-4316

備

考

・相談の内容に応じて、窓口の他、県庁の農林水産部農業普及
技術課、保健福祉部健康国保課及び環境生活部環境保全課
が連携して対応する体制となっている。

都道府県名

宮城県

秋田県

相 談 窓 口
大河原地方振興事務所農業振興部

0224-53-3289

仙台地方振興事務所農業振興部

022-275-9250

北部地方振興事務所農業振興部

0229-91-0717

東部地方振興事務所農業振興部

0225-95-7809

気仙沼地方振興事務所農林振興部

0226-24-2534

病害虫防除所

022-275-8960

農林水産部農産園芸環境課

022-211-2845

農林水産部水田総合利用課

018-860-1785

健康福祉部医務薬事課

018-860-1407

生活環境部環境管理課

018-860-1601

環境エネルギー部水大気環境課

山形県

危機管理・くらし安心局
食品安全衛生課
健康福祉部健康福祉企画課
（薬務・感染症対策室）
農林水産部農業技術環境課

福島県

連 絡 先

農林水産部環境保全農業課

備

考

【参考】宮城県ＨＰ；
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/noenkan/nouyaku.html

・農地での農薬使用に関しては水田総合利用課、健康被害に
関しては医務薬事課、農地以外での農薬使用に関しては環境
管理課が対応する体制となっている。

023-630-2339
（大気環境担当）
023-630-2160
（農薬安全担当）
023-630-2332
（薬務担当）
023-630-3419
（安全農産物担当）

・原則として相談を受けた窓口が対応するが、相談の内容に応
じて、環境エネルギー部水大気環境課、危機管理・くらし安心
局食品安全衛生課、健康福祉部健康福祉企画課（薬務・感染
症対策室）及び農林水産部農業技術環境課が連携して対応
する体制となっている。

024-521-7453

・相談の内容に応じて、窓口の他、生活環境部水・大気環境課
や各地方の農林事務所及び保健福祉事務所（保健所）等が
対応する体制となっている。

都道府県名

相 談 窓 口

連 絡 先

備

考

・相談の内容に応じて、窓口の他、生活環境部環境対策課等の
関係機関で連携して対応する体制となっている。
茨城県

農林水産部 産地振興課 エコ農業推進室

029-301-3931
【参考】茨城県エコ農業推進室HP；
http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/econou/
・相談の内容に応じて、窓口の他、環境森林部環境保全課等の
関係機関で連携して対応する体制となっている。

栃木県

農政部経営技術課

028-623-2286

群馬県

農政部技術支援課

027-226-3038

【参考】栃木県HP；
http://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/work/nougyou/keieigijyutsu/1193102667149.html
・相談の内容に応じて、窓口の他、環境森林部環境保全課
（TEL027-226-2837）が対応する体制となっている。

都道府県名

埼玉県

相 談 窓 口

連 絡 先

農林部農産物安全課

048-830-4053

病害虫防除所

048-539-0661

環境部大気環境課

048-830-2986

さいたま農林振興センター管理部地域支援担
当(病害虫防除所兼務）
川越農林振興センター管理部地域支援担当
（病害虫防除所兼務）
東松山農林振興センター管理部地域支援担
当（病害虫防除所兼務）
秩父農林振興センター管理部地域支援担当
（病害虫防除所兼務）
本庄農林振興センター管理部地域支援担当
（病害虫防除所兼務）
大里農林振興センター管理部地域支援担当
(病害虫防除所兼務）
加須農林振興センター管理部地域支援担当
(病害虫防除所兼務）
春日部農林振興センター管理部地域支援担
当（病害虫防除所兼務）

048-822-2492
049-242-1808

備

考

【参考】埼玉県HP；
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0907/nb/jyuutakuti-nouyaku.html
・住宅地等における農薬の使用方法に関する相談窓口は、左
記のとおり（各地域の保健所については生活衛生・薬事担当
又は保健予防推進担当）。
・この他、化学物質問題の相談は、以下の課所で実施。

0493-23-8532
0494-24-7211
0495-22-6156
048-523-2812
0480-61-3404
048-737-2134

保健医療部薬務課

048-830-3633

各地域の保健所

備考（）内HP参照

・室内の衛生害虫、シックハウスの対策に関する相談
は
各保健所生活衛生・薬事担当
・殺虫剤、農薬、シックハウスによる健康被害の相談は
各保 健所保健予防推進担当
・毒物・劇物に関する相談は保健医療部薬務課又は各
保健 所生活衛生・薬事担当（下記HP参照）
http://www.pref.saitama.lg.jp/kense/gaiyo/soshiki/
hoken/index.html

都道府県名

相 談 窓 口

連 絡 先

考

農林水産部安全農業推進課

043-223-2888

【参考】千葉県HP；
安全農業推進課
http://www.pref.chiba.lg.jp/annou/nouyakushiyou.html

環境生活部大気保全課

043-223-3802

大気保全課
http://www.pref.chiba.lg.jp/taiki/kagakubusshitsu/kouen.html

千葉県

産業労働局農林水産部食料安全課

03-5320-4834

環境局環境改善部化学物質対策課

03-5388-3503

環境農政局農政部農業振興課

045-210-1111(代)

農業技術センター病害虫防除部

0463-58-0333(代)

東京都

神奈川県

備

横浜川崎地区農政事務所
地域農政推進課
横須賀三浦地域県政総合センター
農政部地域農政推進課
県央地域県政総合センター
農政部地域農政推進第一課
県央地域県政総合センター
農政部地域農政推進第二課
湘南地域県政総合センター
農政部地域農政推進課
県西地域県政総合センター
農政部地域農政推進課

・農地での農薬使用、農薬の不適正使用に関する相談は産業
労働局農林水産部食料安全課
・農地以外での農薬使用に関する相談は環境局化学物質対
策課
・都有施設における農薬使用に関する相談は各施設管理者へ
【参考】東京都環境局HP；
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/chemical/informatio
n/jutaku_noyaku/index.html

045-934-2372
046-823-0210(代)
046-224-1111(代)
042-784-1111(代）
0463-22-2711(代)
0465-32-8000(代)

【参考】神奈川県ＨＰ；
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6554/p27222.html

都道府県名

山梨県

長野県

静岡県

新潟県

相 談 窓 口

連 絡 先

農政部農業技術課

055-223-1618

中北農務事務所農業農村支援課

0551-23-3291

峡東農務事務所農業農村支援課

0553-20-2830

峡南農務事務所農業農村支援課

055-240-4131

富士・東部農務事務所農業農村支援課

0554-45-7832

総合農業技術センター（病害虫防除所）

0551-28-2941

果樹試験場

0553-22-1921

森林環境部大気水質保全課

055-223-1511

農政部農業技術課

026-235-7222

賀茂農林事務所地域振興課

0558-24-2079

東部農林事務所地域振興課

055-920-2161

富士農林事務所地域振興課

0545-65-2193

中部農林事務所地域振興課

054-286-9281

志太榛原農林事務所地域振興課

054-644-9224

中遠農林事務所地域振興課

0538-37-2283

西部農林事務所地域振興課

053-458-7219

経済産業部農業局地域農業課

054-221-2626

くらし・環境部環境局生活環境課

054-221-2258

農林水産部農産園芸課

025-280-5296

備

考

・農地での農薬使用に関する相談は農政部農業技術課、各農
務事務所農業農村支援課、総合農業技術センター（病害虫
防除所）及び果樹試験場
・公園、街路樹等での農薬使用に関する相談は森林環境部大
気水質保全課
【参考】山梨県HP；
http://www.pref.yamanashi.jp/nougyogjt/kenkyu/nouyaku_shiyou.html
・相談の内容に応じて、窓口の他、健康福祉部薬事管理課及び
環境部水大気環境課が対応する体制となっている。

・農地での農薬使用の場合の相談は各農林事務所地域振興課
・農地以外での農薬使用の場合の相談はくらし・環境部環境局生
活環境課

・相談の内容に応じて、窓口の他、県民生活・環境部環境対策
課等の関係部局が対応する体制となっている。

都道府県名

相 談 窓 口

連 絡 先

備

考

・相談の内容に応じて、窓口の他、生活環境文化部環境保全課
が対応する体制となっている。
富山県

農林水産部農業技術課

076-444-8292
【参考】富山県HP；
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1612/kj00013669.html

農林水産部農業安全課

076-225-1626

環境部環境政策課

076-225-1463

農林総合研究センター農業試験場病害虫防除室 076-257-6972

石川県

加賀農林事務所地域農業振興課

0761-72-8511

南加賀農林総合事務所農業振興部

0761-23-1703

石川農林総合事務所農業振興部

076-276-0371

県央農林総合事務所農業振興部

076-204-2101

津幡農林事務所地域農業振興課

076-289-4158

羽咋農林事務所地域農業振興課

0767-22-0001

中能登農林総合事務所農業振興部

0767-52-5522

奥能登農林総合事務所農業振興部

0768-26-2323

珠洲農林事務所地域農業振興課

0768-82-3113

【参考】石川県HP；
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/no-an/soudan/nouyaku.html

都道府県名

福井県

相 談 窓 口

連 絡 先

農林水産部地域農業課

0776-20-0419

福井農林総合事務所農業経営支援部技術経営支援課

0776-21-8207

坂井農林総合事務所農業経営支援部技術経営支援課

0776-81-3222

奥越農林総合事務所農業経営支援部技術経営支援課

0779-65-1282

丹南農林総合事務所農業経営支援部技術経営支援課

0778-23-4534

丹南農林総合事務所農業経営支援部丹生技術経営支援課

0778-34-1790

嶺南振興局農業経営支援部技術経営支援課 0770-56-5901

岐阜県

嶺南振興局二州農林部技術経営支援課

0770-22-5027

農業試験場病害虫防除室

0776-54-9315

農政部農産園芸課

058-272-8435

環境生活部環境管理課

058-272-8232

病害虫防除所

058-239-3161

病害虫防除所飛騨支所

0577-33-1111(代)

岐阜農林事務所農業普及課

058-278-0051(代)

西濃農林事務所農業普及課

0584-73-1111(代)

揖斐農林事務所農業普及課

0585-23-1111(代)

中濃農林事務所農業普及課

0575-33-4011(代)

郡上農林事務所農業普及課

0575-67-1111(代)

可茂農林事務所農業普及課

0574-25-3111(代)

東濃農林事務所農業普及課

0572-23-1111(代)

恵那農林事務所農業普及課

0573-26-1111(代)

下呂農林事務所農業普及課

0576-52-3111(代)

飛騨農林事務所農業普及課

0577-33-1111(代)

備

考

・相談の内容に応じて、窓口の他、安全環境部環境政策課等
の関係部局が対応する体制となっている。
【参考】福井県HP；
http://www.pref.fukui.jp/doc/021500/index.html
(農薬に関する情報について（農林水産省農薬コーナーへリンク）)

・相談の内容に応じて、窓口の他、各地域の県事務所環
境課等と連携して対応する体制となっている。
【参考】岐阜県HP；
http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyokoyo/nogyo/gijutsujoho/noyakuhiryo/jyutakuchi-tuchi.html

都道府県名

相 談 窓 口

連 絡 先

農林水産部農業経営課

052-954-6411

尾張農林水産事務所農業改良普及課

052-961-7211（代）

備

考

尾張農林水産事務所農業改良普及課稲沢駐在室 0587-21-2511

愛知県

海部農林水産事務所農業改良普及課

0567-55-7611

知多農林水産事務所農業改良普及課

0569-21-8111（代）

西三河農林水産事務所農業改良普及課

0566-76-2400

西三河農林水産事務所農業改良普及課岡崎駐在室 0564-53-1552
西三河農林水産事務所農業改良普及課西尾駐在室 0563-57-4154

豊田加茂農林水産事務所農業改良普及課

0565-32-7509

新城設楽農林水産事務所農業改良普及課

0536-62-0546

新城設楽農林水産事務所農業改良普及課新城駐在室

0536-23-2111（代）

東三河農林水産事務所農業改良普及課

0532-63-3529

・相談の内容に応じて、窓口の他、農林水産部園芸農産課、
畜産課、農林基盤局林務課、農林基盤局森林保全課、農業
総合試験場企画普及部、環境基盤研究部、県民生活部学事
振興課私学振興室、環境部環境活動推進課、大気環境課、
水地盤環境課、自然環境課、健康福祉部保健医療局生活衛
生課、保健医療局医薬安全課、建設部公園緑地課及び愛知
県教育委員会と連携して対応する体制となっている。

東三河農林水産事務所田原農業改良普及課 0531-22-0381

三重県

農林水産部農産物安全課

059-224-2543

桑名農政事務所 農政室(農政課)

0594-24-7421

四日市農林事務所 農政室(農業振興課)

059-352-0627

津農林水産事務所 農政室(地域農政課)

059-223-5102

松阪農林事務所 農政室(農業振興課)

0598-50-0564

伊勢農林水産事務所 農政室(農業振興課)

0596-27-5168

伊賀農林事務所 農政室(農業振興課)

0595-24-8141

尾鷲農林水産事務所 農政・農村基盤室(地域農政課)

0597-23-3498

熊野農林事務所 農政室(農業振興課)

0597-89-6120

・相談の内容に応じて、窓口の他、環境生活部大気・水環境課
等の関係部局と連携して対応する体制となっている。
【参考】三重県HP；
http://www.pref.mie.lg.jp/NOAN/HP/noyaku/juutaku/index.htm

都道府県名

相 談 窓 口

連 絡 先

農政水産部農業経営課

077-528-3842

琵琶湖環境部環境政策課

077-528-3357

農林水産部食の安心・安全推進課

075-414-5655

山城広域振興局農林商工部企画調整室

0774-21-3211

南丹広域振興局農林商工部企画調整室

0771-22-0133

中丹広域振興局農林商工部企画調整室

0773-62-2508

丹後広域振興局農林商工部企画調整室

0772-62-4315

滋賀県

京都府

環境農林水産部農政室推進課
地産地消推進グループ
環境農林水産部農政室推進課
病害虫防除グループ
大阪府

06-6210-9590
072-957-0520

北部農と緑の総合事務所農の普及課

072-622-3435

中部農と緑の総合事務所農の普及課

072-922-3070

南河内農と緑の総合事務所農の普及課

0721-25-1174

泉州農と緑の総合事務所農の普及課

072-439-0167

備

考

・農地での農薬使用に関する相談は、農政水産部農業経営課。
・ゴルフ場の排水規制等に関する相談は、琵琶湖環境部環境
政策課。
・相談の内容に応じて、窓口の他、健康医療福祉部薬務感染
症対策課が対応する体制となっている。
【参考】滋賀県HP；
http://www.pref.shiga.lg.jp/g/kodawari/noyakuhiryo.html

・相談の内容に応じて、窓口の他、文化環境部環境管理課及び
健康福祉部薬務課が対応する体制となっている。

・農地での農薬使用に関する相談は、各総合事務所農の普
及課。
・ゴルフ場での農薬使用に関する相談は、環境農林水産部
農政室推進課病害虫防除グループ。
・その他、相談の内容に応じて、環境農林水産部農政室推進
課地産地消推進グループ、環境管理室及び健康医療部薬
務課等が対応する体制となっている。
【参考】大阪府HP；
http://www.pref.osaka.lg.jp/nosei/syokunoanzen/jyuutakutituuti.h
tml

都道府県名

兵庫県

奈良県

相 談 窓 口

連 絡 先

農政環境部農林水産局農業改良課

078-362-9206

神戸農林振興事務所農政振興課

078-361-8552

阪神農林振興事務所農政振興課

079-562-8849

加古川農林水産振興事務所農政振興課

079-421-9339

加東農林振興事務所農政振興課

0795-42-9421

姫路農林水産振興事務所農政振興課

079-281-9285

光都農林振興事務所農政振興第２課

0791-58-2196

豊岡農林水産振興事務所農政振興課

0796-26-3697

朝来農林振興事務所農政振興課

079-672-6879

丹波農林振興事務所農政振興課

0795-73-3791

洲本農林水産振興事務所農政振興第２課

0799-26-2098

農林部農業水産振興課

0742-27-7442

備

考

・相談の内容に応じて、窓口の他、農政環境部環境管理局水
大気課及び健康福祉部健康局薬務課等が対応する体制と
なっている。
【参考】兵庫県ＨＰ；
http://web.pref.hyogo.lg.jp/af07/af07_000000019.html

・相談の内容に応じて、窓口の他、医療政策部薬務課及びくらし
創造部景観・環境局環境政策課等が対応する体制となってい
る。

農林水産部果樹園芸課農業環境・鳥獣害対策室 073-441-2905

和歌山県

海草振興局農業振興課

073-441-3384

那賀振興局農業振興課

0736-61-0025

伊都振興局農業振興課

0736-33-4930

有田振興局農業振興課

0737-64-1273

日高振興局農業振興課

0738-24-2926

西牟婁振興局農業振興課

0739-26-7941

東牟婁振興局農業振興課

0735-21-9632

・相談の内容に応じて、窓口の他、福祉保健部薬務課及び各保
健所等が対応する体制となっている。
【参考】和歌山県ＨＰ；
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070300/071400/nouyakus
yokubou.html

都道府県名

鳥取県

相 談 窓 口
生活環境部くらしの安心局
くらしの安心推進課
東部生活環境事務所
生活安全課
中部総合事務所生活環境局
生活安全課
西部総合事務所生活環境局
生活安全課
農林水産部
農業振興戦略監生産振興課

連 絡 先

備

考

0857-26-7185
0857-20-3677
0858-23-3157

【参考】鳥取県くらしの安心推進課HP；
http://www.pref.tottori.lg.jp/43260.htm

0859-31-9321
0857-26-7415
・相談の内容に応じて、窓口の他、環境生活部環境政策課等が
対応する体制となっている。

島根県

農林水産部食料安全推進課

0852-22-5138
【参考】島根県ＨＰ（農薬の使用・販売）；
http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/seisan/nouyaku/

岡山県

農林水産部農産課

086-226-7422

・相談の内容に応じて、窓口の他、環境文化部環境管理課、健
康福祉部医薬安全課及び教育庁保健体育課で連携して対
応する体制となっている。
【参考】岡山県農産課ＨＰ；
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/52
・相談の内容に応じて、窓口の他、環境県民局環境保全課と連
携して対応する体制となっている。

広島県

農林水産局農業技術課

082-513-3559
【参考】広島県ＨＰ；
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/198/1266936328328.html

都道府県名
山口県

徳島県

香川県

相 談 窓 口

連 絡 先

農林水産部農業振興課

083-933-3366

環境生活部環境政策課

083-933-3038

徳島県立農林水産総合技術支援センター経
088-621-2423
営推進課安全安心農業室

備

考

【参考】山口県HP；
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a17300/nougi/boujo.html
・相談の内容に応じて、窓口の他、県民環境部環境管理課等が
対応する体制となっている。
【参考】徳島県ＨＰ；
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2003050100636/
・相談の内容に応じて、窓口の他、環境森林部環境管理課及び
健康福祉部薬務感染症対策課が連携して対応する体制と
なっている。

農政水産部農業経営課

087-832-3411

農林水産部農産園芸課

089-912-2555

東予地方局産業振興課

0898-68-7322

中予地方局産業振興課

089-909-8761

南予地方局産業振興課

0895-28-6145

高知県

農業振興部環境農業推進課

088-821-4861

・相談の内容に応じて、窓口の他、林業振興・環境部環境対策
課が連携して対応する体制となっている。

福岡県

農林水産部食の安全・地産地消課

092-643-3571

・相談の内容に応じて、窓口の他、建設都市部、環境部、教育
庁、総務部と連携して対応する体制となっている。

佐賀県

【農薬の使用等】
農林水産部 園芸課
【農薬による環境影響等】
県民環境部 環境課

愛媛県

0952-25-7120
0952-25-7774

・相談の内容に応じて、窓口の他、県民環境部環境政策課等が
連携して対応する体制となっている。
【参考】愛媛県HP；
http://www.pref.ehime.jp/h35500/nouyaku/nouyaku_top.html

・相談の内容に応じて、窓口の他、学校については教育担当部
局、街路樹については道路管理部局、公園については公園管
理部局等と連携して対応する体制となっている。

都道府県名

相 談 窓 口

連 絡 先

長崎県

農林部農業経営課

095-895-2933

熊本県

農林水産部生産局経営農業技術課

096-333-2381

大分県

農林水産部地域農業振興課

097-506-3661

宮崎県

農政水産部農業経営支援課

0985-26-0068

農政部食の安全推進課

099-286-2891

農林水産部営農支援課

098-866-2280

病害虫防除技術センター

098-886-3880

鹿児島県

沖縄県

備

考

・相談の内容に応じて、窓口の他、環境部環境政策課が対応す
る体制となっている。
・相談の内容に応じて、窓口の他、環境生活部環境局環境保全
課と連携して対応する体制となっている。
・相談の内容に応じて、窓口の他、生活環境部環境保全課が対
応する体制となっている。
【参考】大分県HP；
http://www.pref.oita.jp/soshiki/15060/nouyaku.html
・相談の内容に応じて、窓口の他、環境森林部環境管理課が対
応する体制となっている。
・相談の内容に応じて、窓口の他、環境林務部環境保全課が対
応する体制となっている。
・相談の内容に応じて、保健医療部薬務疾病対策課や環境部
環境保全課と連携し、各地区農業改良普及センター、各地区
農林水産振興センター農業改良普及課、病害虫防除技術セ
ンター及び営農支援課が対応する体制となっている。
【参考】沖縄県HP；
http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/byogaichubojo/8994.html

