
 
北海道農政事務所 
農政推進部経営・事業支援課 

〒０６０－０００４ 
北海道札幌市中央区北4条西17丁目19－6 
電話番号：０１１－６４２－５４８５ 

〔担当都道府県〕 
北海道 
 

 
東北農政局 
経営・事業支援部事業戦略課 

〒９８０－００１４ 
宮城県仙台市青葉区本町3丁目3－1 
仙台合同庁舎 
電話番号：０２２－２２１－６１４６ 

〔担当都道府県〕 
青森県、岩手県、宮城 
県、山形県、福島県 

 
関東農政局 
経営・事業支援部事業戦略課 

〒３３０－９７２２ 
埼玉県さいたま市中央区新都心2－1 
さいたま新都心合同庁舎2号館 
電話番号：０４８－７４０－５３４１ 

〔担当都道府県〕 
茨城県、栃木県、群馬 
県、埼玉県、千葉県、 
東京都、神奈川県、山 
梨県、長野県、静岡県 

 
北陸農政局 
経営・事業支援部事業戦略課 

〒９２０－８５６６ 
石川県金沢市広坂2丁目2－60 
金沢広坂合同庁舎 
電話番号：０７６－２３２－４２３３ 

〔担当都道府県〕 
新潟県、富山県、石川 
県、福井県 

 
東海農政局 
経営・事業支援部事業戦略課 
 

〒４６０－８５１６ 
愛知県名古屋市中区三の丸1丁目2－2 
農林総合庁舎1号館 
電話番号：０５２－７４６－１２１５ 

〔担当都道府県〕 
岐阜県、愛知県、三重 
県 
 

 
近畿農政局 
経営・事業支援部事業戦略課 
 

〒６０２－８０５４ 
京都府京都市上京区西洞院通下長者町 
下ル丁子風呂町 
電話番号：０７５－４１４－９０２４ 

〔担当都道府県〕 
滋賀県、京都府、大阪 
府、兵庫県、奈良県、 
和歌山県 

 
中国四国農政局 
経営・事業支援部事業戦略課 
 

〒７００－８５３２ 
岡山県岡山市北区下石井1丁目4－1 
岡山第2合同庁舎 
電話番号：０８６－２２４－９４１５ 

〔担当都道府県〕 
鳥取県、島根県、岡山 
県、広島県、山口県、 
徳島県、香川県、愛媛 
県、高知県 

 
九州農政局 
経営・事業支援部事業戦略課 
 

〒８６０－８５２７ 
熊本県熊本市西区春日2丁目10－1 
熊本地方合同庁舎 
電話番号：０９６－２１１－９３１９ 

〔担当都道府県〕 
福岡県、佐賀県、長崎 
県、熊本県、大分県、 
宮崎県、鹿児島県 

 
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丁目1－1 
那覇第2地方合同庁舎2号館 
電話番号：０９８－８６６－１６７３ 

〔担当都道府県〕 
沖縄県 

６次産業化の「お問い合わせ先」一覧 
（地方農政局等） 

※上記以外にも各地域センター（次ページ以降）においても相談を受け付けておりますので、併せて御活用ください。 

■農山漁村の６次産業化に関する本省のお問い合わせ先は、 
  ●食料産業局 産業連携課（ＴＥＬ ０３－６７４４－２０６３） 
    ※農山漁村の６次産業化に関する情報は、【 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika.html 】に 

         掲載しております。 

お問い合わせ 78 



６次産業化の「お問い合わせ先」一覧 
（地域センター等） 

都道府県 地域センター名 お問合せ先等 

 北海道 北海道農政事務所経営・事業支援課 札幌市中央区北4条西17-19-6 
電話番号：011-642-5485 

函館地域センター農政推進グループ 函館市新川町25-18 函館地方合同庁舎 
電話番号：0138-26-7800 

旭川地域センター農政推進グループ 旭川市宮前通東4155-31 旭川地方合同庁舎 
電話番号：0166-76-1279 

釧路地域センター農政推進グループ 釧路市幸町10-3釧路地方合同庁舎 
電話番号：0154-23-4401 

帯広地域センター農政推進グループ 帯広市西6条南7-3 帯広地方合同庁舎 
電話番号：0155-24-2401 

北見地域センター農政推進グループ 北見市青葉町6-8 北見地方合同庁舎 
電話番号：0157-23-4171 

苫小牧地域センター農政推進グループ 苫小牧市元中野町3-3-6 
電話番号：0144-32-5345 

宮城 東北農政局事業戦略課  仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎 
電話番号：022-221-6146 

大崎地域センター農政推進グループ 大崎市古川西館2-3-33 
電話番号：0229-22-2790 

青森 青森地域センター農政推進グループ 青森市本町2-10-4 
電話番号：017-777-3512 

八戸地域センター農政推進グループ 八戸市大字長苗代字狐田45-3 
電話番号：0178-29-2114 

岩手 盛岡地域センター農政推進グループ 盛岡市愛宕町13-33 
電話番号：019-624-1125 

奥州地域センター農政推進グループ 奥州市水沢区東大通り2-2-32 
電話番号：0197-25-3918 

秋田 秋田地域センター農政推進グループ 秋田市山王7-1-5 
電話番号：018-862-5755 

大仙地域センター農政推進グループ 大仙市大曲福住町3-14 
電話番号：0187-62-2123 

山形 山形地域センター農政推進グループ 山形市松波1-3-7 
電話番号：023-622-7235 

酒田地域センター農政推進グループ 酒田市光ヶ丘2-13-6  
電話番号：0234-33-7246 

福島 福島地域センター農政推進グループ  福島市浜田町1-9  
電話番号：024-534-4145 

いわき地域センター農政推進グループ  いわき市平字堂根町4-11 いわき地方合同庁舎  
電話番号：0246-23-8511 
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都道府県 地域センター名 お問合せ先等 

埼玉 関東農政局事業戦略課 さいたま市中央区新都心2-1  
さいたま新都心合同庁舎2号館 
電話番号：048-740-5341 

茨城 水戸地域センター農政推進グループ 水戸市北見町1-9 
電話番号：029-221-2188 

土浦地域センター農政推進グループ 土浦市荒川沖東2-15-27 
電話番号：029-843-6875 

栃木 宇都宮地域センター農政推進グループ  宇都宮市中央2-1-16 
電話番号：028-633-3312 

大田原地域センター農政推進グループ  大田原市本町1-2812  
電話番号：0287-23-5612 

群馬 前橋地域センター農政推進グループ  前橋市紅雲町1-2-2 
電話番号：027-221-1416 

千葉 千葉地域センター農政推進グループ 千葉市稲毛区轟町5-1-4  
電話番号：043-251-8307 

東京 東京地域センター農政推進グループ  江東区東雲1-9-5 東雲合同庁舎 
電話番号：03-5144-5253 

神奈川 横浜地域センター農政推進グループ  横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎 
電話番号：045-211-7175 

山梨 甲府地域センター農政推進グループ  甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎  
電話番号：055-254-6016 

長野 長野地域センター農政推進グループ 長野市旭町1108 長野第1合同庁舎 
電話番号：026-234-5114 

松本地域センター農政推進グループ 松本市大字島立650-1 
電話番号：0263-47-2002 

静岡 静岡地域センター農政推進グループ 静岡市葵区東草深町7-18 
電話番号：054-246-6121 

浜松地域センター農政推進グループ  浜松市中区神田町字中北川525  
電話番号：053-444-6631 

石川 北陸農政局事業戦略課 金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎  
電話番号：076-232-4233 

新潟 新潟地域センター農政推進グループ  新潟市中央区船場町2-3435-1  
電話番号：025-228-5211 

長岡地域センター農政推進グループ  長岡市千歳1-3-88 長岡地方合同庁舎 
電話番号：0258-31-2131 

富山 富山地域センター農政推進グループ  富山市牛島新町11-7 富山地方合同庁舎 
電話番号：076-441-9317 

福井 福井地域センター 農政推進グループ 福井市日之出3-14-15 福井地方合同庁舎 
電話番号：0766-30-1618 
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都道府県 地域センター名 お問合せ先等 

愛知 東海農政局事業戦略課 名古屋市中区三の丸1-2-2  
名古屋農林総合庁舎1号館  
電話番号：052-746-1215 

豊橋地域センター農政推進グループ 豊橋市大国町111 豊橋地方合同庁舎 
電話番号：0532-56-3080 

岐阜 岐阜地域センター農政推進グループ  岐阜市中鶉2-26  
電話番号：058-271-4407 

高山地域センター農政推進グループ 高山市上岡本町7-479 
電話番号：0577-32-1155 

三重 津地域センター農政推進グループ 津市広明町415-1 
電話番号：059-228-3199 

京都 近畿農政局事業戦略課 京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町  

京都農林水産総合庁舎 
電話番号：075-414-9024 

滋賀 大津地域センター農政推進グループ  大津市打出浜3-49 
電話番号：077-522-4261 

東近江地域センター農政推進グループ 東近江市八日市緑町11-24 
電話番号：0748-23-3842 

大阪 大阪地域センター農政推進グループ  大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館 

電話番号：06-6943-9691 

兵庫 神戸地域センター農政推進グループ  神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎  
電話番号：078-331-9946 

姫路地域センター農政推進グループ 姫路市三左衛門堀西の町18  
電話番号：079-281-3697 

豊岡地域センター農政推進グループ 豊岡市加広町5-10 
電話番号：0796-22-2179 

奈良 奈良地域センター農政推進グループ  奈良市法蓮町387 奈良第3地方合同庁舎 
電話番号：0742-36-2981 

和歌山 和歌山地域センター農政推進グループ 和歌山市二番丁2 和歌山地方合同庁舎 
電話番号：073-436-3859 

岡山 中国四国農政局事業戦略課 岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎 
電話番号：086-224-9415 

鳥取 鳥取地域センター農政推進グループ 鳥取市富安2-89-4 
電話番号：0857-22-3163 

島根 松江地域センター農政推進グループ 松江市東朝日町192  
電話番号：0852-24-7311 

広島 広島地域センター農政推進グループ 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館 
電話番号：082-228-9483 

福山地域センター農政推進グループ 福山市千田町2-5-30  
電話番号：084-955-8631 
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都道府県 地域センター名 お問合せ先等 

山口 山口地域センター農政推進グループ  山口市惣太夫町3-8 
電話番号：083-922-5404 

徳島 徳島地域センター農政推進グループ 徳島市中昭和町2-32 
電話番号：088-622-6132 

香川 高松地域センター農政推進グループ 高松市天神前3-5 
電話番号：087-831-8158 

愛媛 松山地域センター農政推進グループ  松山市宮田町188 松山地方合同庁舎 
電話番号：089-932-6989 

高知 高知地域センター農政推進グループ 高知市本町4-3-41 高知地方合同庁舎 
電話番号：088-875-2151 

熊本 九州農政局事業戦略課 熊本市春日2-10-1 熊本地方合同庁舎 
電話番号：096-211‐9319 

八代地域センター農政推進グループ  八代市日置町171-1 
電話番号：0965‐62‐8206 

福岡 福岡地域センター農政推進グループ 福岡市博多区住吉3-17-21  
電話番号：092‐281‐8291 

北九州地域センター農政推進グループ 北九州市小倉北区田町2-31 
電話番号：093‐561‐1596 

佐賀 佐賀地域センター農政推進グループ  佐賀市栄町3-51 
電話番号：0952‐23‐3134 

長崎 長崎地域センター農政推進グループ  長崎市岩川町16-16 長崎合同庁舎 
電話番号：095‐845‐7123 

大分 大分地域センター農政推進グループ  大分市中島西1-2-28 
電話番号：097‐532‐6134 

宮崎 宮崎地域センター農政推進グループ 宮崎市老松2-3-17  
電話番号：0985‐22‐3184 

延岡地域センター農政推進グループ  延岡市大貫町1-2915 延岡合同庁舎 
電話番号：0982‐33‐0700 

鹿児島 鹿児島地域センター農政推進グループ  鹿児島市小川町3-64 
電話番号：099‐222‐7590 

鹿屋地域センター農政推進グループ 鹿屋市西原4-5-1 鹿屋合同庁舎  
電話番号：0994‐43‐3222 

沖縄 沖縄総合事務局農林水産部食品・環境課 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号  
那覇第2地方合同庁舎2号館 
電話番号：098-866-1673 
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北海道農政事務所 
農政推進部農政推進課 

〒０６０－０００４ 
北海道札幌市中央区北4条西17丁目19－6 
電話番号：０１１－６４２－５４１０ 

〔担当都道府県〕 
北海道 
 

 
東北農政局 
生産部生産振興課 

〒９８０－００１４ 
宮城県仙台市青葉区本町3丁目3－1 
仙台合同庁舎 
電話番号：０２２－２２１－６１７９ 

〔担当都道府県〕 
青森県、岩手県、宮城 
県、山形県、福島県 

 
関東農政局 
生産部生産振興課 

〒３３０－９７２２ 
埼玉県さいたま市中央区新都心2－1 
さいたま新都心合同庁舎2号館 
電話番号：０４８－７４０－０４０７ 

〔担当都道府県〕 
茨城県、栃木県、群馬 
県、埼玉県、千葉県、 
東京都、神奈川県、山 
梨県、長野県、静岡県 

 
北陸農政局 
生産部生産振興課 

〒９２０－８５６６ 
石川県金沢市広坂2丁目2－60 
金沢広坂合同庁舎 
電話番号：０７６－２３２－４３０２ 

〔担当都道府県〕 
新潟県、富山県、石川 
県、福井県 
 

 
東海農政局 
生産部生産振興課 

〒４６０－８５１６ 
愛知県名古屋市中区三の丸1丁目2－2 
農林総合庁舎1号館 
電話番号：０５２－２２３－４６２２ 

〔担当都道府県〕 
岐阜県、愛知県、三重 
県 
 

 
近畿農政局 
生産部生産振興課 

〒６０２－８０５４ 
京都府京都市上京区西洞院通下長者町 
下ル丁子風呂町 
電話番号：０７５－４１４－９０２０ 

〔担当都道府県〕 
滋賀県、京都府、大阪 
府、兵庫県、奈良県、 
和歌山県 

 
中国四国農政局 
生産部生産振興課 

〒７００－８５３２ 
岡山県岡山市北区下石井1丁目4－1 
岡山第2合同庁舎 
電話番号：０８６－２２４－９４１１ 

〔担当都道府県〕 
鳥取県、島根県、岡山 
県、広島県、山口県、 
徳島県、香川県、愛媛 
県、高知県 

 
九州農政局 
生産部生産振興課 

〒８６０－８５２７ 
熊本県熊本市西区春日2丁目10－1 
熊本地方合同庁舎 
電話番号：０９６－２１１－９３６３ 

〔担当都道府県〕 
福岡県、佐賀県、長崎 
県、熊本県、大分県、 
宮崎県、鹿児島県 

 
沖縄総合事務局 
農林水産部生産振興課 

〒９００－０００６ 
沖縄県那覇市おもろまち2丁目1－1 
那覇第2地方合同庁舎2号館 
電話番号：０９８－８６６－１６５３ 

〔担当都道府県〕 
沖縄県 

産地活性化総合対策事業等の「お問い合わせ先」一覧 
（地方農政局等） 

■産地活性化総合対策事業に関する本省のお問い合わせ先は、 
  ●生産局 総務課生産推進室（ＴＥＬ ０３－３５０２－５９４５） 
    ※産地活性化総合対策事業に関する情報は、 
     【http://www.maff.go.jp/j/seisan/suisin/tuyoi_nougyou/t_tuti/h24/index.html 】に掲載しております。 
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東北農政局 
農村計画部農村振興課 

〒９８０－００１４ 
宮城県仙台市青葉区本町3丁目3－1 
仙台合同庁舎 
電話番号：０２２－２２１－６２４６ 

〔担当都道府県〕 
青森県、岩手県、 
宮城県、山形県、 
福島県 

 
関東農政局 
農村計画部農村振興課 

〒３３０－９７２２ 
埼玉県さいたま市中央区新都心2－1 
さいたま新都心合同庁舎2号館 
電話番号：０４８－７４０－０４９４ 

〔担当都道府県〕 
茨城県、栃木県 
群馬県、埼玉県、 
千葉県、東京都、 
神奈川県、山梨県、 
長野県、静岡県 

 
北陸農政局 
農村計画部農村振興課 

〒９２０－８５６６ 
石川県金沢市広坂2丁目2－60 
金沢広坂合同庁舎 
電話番号：０７６－２３２－４５３１ 

〔担当都道府県〕 
新潟県、富山県、 
石川県、福井県 

 
 
東海農政局 
農村計画部農村振興課 

〒４６０－８５１６ 
愛知県名古屋市中区三の丸1丁目2－2 
農林総合庁舎1号館 
電話番号：０５２－２２３－４６２９ 

〔担当都道府県〕 
岐阜県、愛知県、 
三重県 

 
 
近畿農政局 
農村計画部農村振興課 

〒６０２－８０５４ 
京都府京都市上京区西洞院通下長者町 
下ル丁子風呂町 
電話番号：０７５－４１４－９０５０ 

〔担当都道府県〕 
滋賀県、京都府、 
大阪府、兵庫県、 
奈良県、和歌山県 

 
中国四国農政局 
農村計画部農村振興課 

〒７００－８５３２ 
岡山県岡山市北区下石井1丁目4－1 
岡山第2合同庁舎 
電話番号：０８６－２２４－９４１６ 

〔担当都道府県〕 
鳥取県、島根県、 
岡山県、広島県、 
山口県、徳島県、 
香川県、愛媛県、 
高知県 

 
九州農政局 
農村計画部農村振興課 

〒８６０－８５２７ 
熊本県熊本市西区春日2丁目10－1 
熊本地方合同庁舎 
電話番号：０９６－３５３－３５６１ 

〔担当都道府県〕 
福岡県、佐賀県、 
長崎県、熊本県、 
大分県、宮崎県、 
鹿児島県 

 
沖縄総合事務局 
農林水産部経営課 
 

〒９００－０００６ 
沖縄県那覇市おもろまち2丁目1－1 
那覇第2地方合同庁舎2号館 
電話番号：０９８－８６６－１６２８ 

〔担当都道府県〕 
沖縄県 

 
農林水産省農村振興局 
都市農村交流課 

〒１００－８９５０ 
東京都千代田区霞ヶ関１－２－１ 
電話番号：０３－３５０２－５９４６ 

〔担当都道府県〕 
北海道 

都市農村共生・対流総合対策交付金の 
「お問い合わせ先」一覧（地方農政局等） 
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