
「地産地消の仕事人」応募書類の提出先一覧

１ 生産局へ直接応募する場合

農林水産省 生産局 技術普及課 地産地消計画班
〒１００－８９５０ 東京都千代田区霞が関１丁目２番１号

２ 都道府県を経由して応募する場合

都道府県 応募書類の提出先

北海道 北海道 農政部 食の安全推進局 食品政策課 販路拡大グループ
〒０６０－８５８８ 北海道札幌市中央区北３条西６丁目

青森県 青森県 農林水産部 総合販売戦略課
〒０３０－８５７０ 青森県青森市長島一丁目１－１

岩手県 岩手県 農林水産部 流通課
〒０２０－８５７０ 岩手県盛岡市内丸１０番１号

宮城県 宮城県 農林水産部 食産業振興課（食産業企画班）
〒９８０－８５７０ 宮城県仙台市青葉区本町３丁目８番１号

秋田県 秋田県 農林水産部 流通販売課
〒０１０－８５７０ 秋田県山王四丁目１－１

山形県 山形県 農林水産部 新農業推進課
〒９９０－８５７０ 山形市松波二丁目８－１

福島県 福島県 農林水産部 農産物安全流通課
〒９６０－８６７０ 福島市杉妻町２－１６

茨城県 茨城県 農林水産部 販売流通課 アグリビジネス推進室
〒３１０－８５５５ 水戸市笠原町９７８番６

栃木県 栃木県 農政部 農政課
〒３２０－８５０１ 栃木県宇都宮市塙田１－１－２０

群馬県 群馬県 農政部 蚕糸園芸課 ぐんまブランド推進室
〒３７１－８５７０ 群馬県前橋市大手町１－１－１

埼玉県 埼玉県 農林部 農業ビジネス支援課
〒３３０－９３０１ 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１

千葉県 千葉県 農林水産部 生産販売振興課販売流通対策室
〒２６０－８６６７ 千葉県千葉市中央区市場町１－１

東京都 東京都 農林水産部 農業振興課
〒１６３－８００１ 東京都新宿区西新宿２－８－１

神奈川県 神奈川県 環境農政局 企画調整部 かながわ農林水産ブランド戦略課 消費推進グ
ループ
〒２３１－８５８８ 神奈川県横浜市中区日本大通１

山梨県 山梨県 農政部 果樹食品流通課
〒４００－８５０１ 山梨県甲府市丸の内１－６－１

長野県 長野県 農政部 農業政策課 農産物マーケティング室
〒３８０－８５７０ 長野県長野市大字南長野字幅下６９２－２

静岡県 静岡県 経済産業部振興局 マーケティング推進課
〒４２０－８６０１ 静岡県静岡市葵区追手町９番６号

新潟県 新潟県 農林水産部 食品・流通課 流通・市場係
〒９５０－８５７０ 新潟県新潟市中央区新光町４番地１



富山県 富山県 農林水産部 農産食品課 食のブランド推進班
〒９３０－８５０１ 富山県富山市新総曲輪１番７号

石川県 石川県 農林水産部 生産流通課 地産地消グループ
〒９２０－８５８０ 石川県金沢市鞍月１丁目１番地

福井県 福井県 農林水産部 販売開拓課 地産地消・食育推進グループ
〒９１０－８５８０ 福井県福井市大手３丁目１７番１号

岐阜県 岐阜県 農政部 農政課 地産地消担当
〒５００－８５７０ 岐阜県岐阜市薮田南２－１－１

愛知県 愛知県 農林水産部 食育推進課 消費・食品表示グループ
〒４６０－８５０１ 愛知県名古屋市中区三の丸３－１－２

三重県 三重県 農水商工部 マーケティング室 地産地消グループ
〒５１４－８５７０ 三重県津市広明町１３

滋賀県 滋賀県 農政水産部 食のブランド推進課 地産地消担当
〒５２０－８５７７ 滋賀県大津市京町４－１－１

京都府 京都府 農林水産部 食の安心・安全推進課 食育・地産池消担当
〒６０２－８５７０ 京都府京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

大阪府 大阪府 環境農林水産部 農政室 推進課 地産地消推進グループ
〒５５９－８５５５ 大阪府大阪市住之江区南港北１－１４－１６ 大阪府咲洲庁舎

兵庫県 兵庫県 農政環境部 農政企画局 総合農政課
〒６５０－８５６７ 兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目１０番１号

奈良県 奈良県 農林部 マーケティング課
〒６３０－８５０１ 奈良県奈良市登大路町３０番地

和歌山県 和歌山県 農林水産部 農業生産局果樹園芸課
〒６４０－８５８５ 和歌山県和歌山市小松原通１－１

鳥取県 鳥取県 農林水産部 市場開拓局 食のみやこ推進室
〒６８０－８５７０ 鳥取県鳥取市東町１－２２０

島根県 島根県 農林水産部 しまねブランド推進課
〒６９０－８５０１ 島根県松江市殿町１

岡山県 岡山県 農林水産部 農政企画課
〒７００－８５７０ 岡山県 岡山市北区内山下２－４－６

広島県 広島県 農林水産局 農業販売戦略課 食品流通グループ
〒７３０－８５１１ 広島県広島市中区基町１０－５２

山口県 山口県 農林水産部 流通企画室
〒７５３－８５０１ 山口県山口市滝町１－１

徳島県 徳島県 農林水産部 とくしまブランド戦略課
〒７７０－８５７０ 徳島県徳島市万代町１－１

香川県 香川県 農政水産部 農政課
〒７６０－８５７０ 香川県高松市番町４－１－１０

愛媛県 愛媛県 農林水産部 ブランド戦略課
〒７９０－８５７０ 愛媛県松山市一番町４－４－２

高知県 高知県 農業振興部 地産地消・外商課
〒７８０－０８５０ 高知県高知市丸ノ内１－２－２０

福岡県 福岡県 農林水産部 農林水産物安全課 食の安全係
〒８１２－８５７７ 福岡県福岡市博多区東公園７－７

佐賀県 佐賀県 生産振興部 生産支援課 食と農の絆づくり担当
〒８４０－８５７０ 佐賀県佐賀市城内１丁目１－５９



長崎県 長崎県 農林部 農産加工・流通室
〒８５０－８５７０ 長崎県長崎市江戸町２－１３

熊本県 熊本県 農林水産部 農産物流通企画課 地産地消・加工班
〒８６２－８５７０ 熊本県熊本市水前寺６丁目１８－１

大分県 大分県 農林水産部 おおいたブランド推進課 消費流通班
〒８７０－８５０１ 大分県大分市大手町３丁目１－１

宮崎県 宮崎県 農政水産部 営農支援課 消費加工担当
〒８８０－０８０５ 宮崎県宮崎市橘通東２丁目１０－１

鹿児島県 鹿児島県 農政部 農政課 食育・地産地消推進班
〒８９０－８５７７ 鹿児島県鹿児島市鴻池新町１０－１

沖縄県 沖縄県 農林水産部 流通政策課 販売戦略班
〒９００－８５７０ 沖縄県那覇市泉崎１－２－２

３ 地方農政局等を経由して応募する場合

農政局等 管内都道府県 応募書類の提出先

北海道 北海道 北海道農政事務所 農政推進課
〒０６０－０００４

北海道札幌市中央区北四条西１７丁目１９－６

東 北 青森 岩手 宮城 東北農政局 生産経営流通部 農産課、 、 、
秋田、山形、福島 〒９８０－００１４

宮城県仙台市青葉区本町３丁目３番１号 仙台合同庁舎

関 東 茨城 栃木 群馬 関東農政局 生産経営流通部 農産課、 、 、
埼玉 千葉 東京 〒３３０－９７２２、 、 、
神奈川、長野、 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
山梨、静岡 さいたま新都心合同庁舎２号館

北 陸 新潟 富山 石川 北陸農政局 生産経営流通部 農産課、 、 、
福井 〒９２０－８５１６

石川県金沢市広坂２－２－６０ 金沢広坂合同庁舎

東 海 愛知、岐阜、三重 東海農政局 生産経営流通部 農産課
〒４６０－８５１６

愛知県名古屋市中区三の丸１－２－２

近 畿 滋賀 京都 大阪 近畿農政局 生産経営流通部 農産課、 、 、
兵庫、奈良、 〒６０２－８０５４
和歌山 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町

中国四国 鳥取 島根 岡山 中国四国農政局 生産経営流通部 農産課、 、 、
広島 山口 徳島 〒７００－８５３２、 、 、
香川、愛媛、高知 岡山県岡山市北区下石井１－４－１ 岡山第２合同庁舎

九 州 福岡 佐賀 長崎 九州農政局 生産経営流通部 農産課、 、 、
熊本 大分 宮崎 〒８６０－８５２７、 、 、
鹿児島 熊本県熊本市春日２丁目１０番１号 熊本地方合同庁舎

沖 縄 沖縄 内閣府沖縄総合事務局 農林水産部 食品・環境課
〒９００－０００６

沖縄県那覇市おもろまち２－１－１ 那覇第２合同庁舎２号館

問い合わせ先：農林水産省 生産局 技術普及課 地産地消計画班
〒１００－８９５０ 東京都千代田区霞が関１丁目２番１号
電 話 ０３－６７４４－２１１０（ダイヤルイン）
ＦＡＸ ０３－３５９７－０１４２


