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申請書の宛名 担当窓口 郵便番号 所在地 電話番号
都道府県 地域

北海道 農林水産省生産局長
北海道農政事務所農政推進
部農政推進課(環境直接支払)

060-0004
札幌市中央区北四条
西17丁目19-6

011-642-5473
(直通)

青森県

青森市 弘前市 黒石市
五所川原市 むつ市 つが
る市 平川市 東津軽郡
西津軽郡 中津軽郡 南
津軽郡 北津軽郡 下北
郡

東北農政局長
東北農政局青森地域センター
農政推進グループ

030-0802 青森市本町2-10-4
017-777-3512
(直通)

八戸市 十和田市 三沢
市 上北郡 三戸郡

東北農政局八戸地域センター
農政推進グループ

039-1103
八戸市大字長苗代字
狐田45-3

0178-29-2114
(直通)

岩手県

盛岡市 宮古市 久慈市
二戸市 八幡平市 滝沢
市 岩手郡 紫波郡 下閉
伊郡 九戸郡 二戸郡

東北農政局盛岡地域センター
農政推進グループ

020-0013 盛岡市愛宕町13-33
019-624-1125
(直通)

大船渡市 花巻市 北上
市 遠野市 一関市 陸前
高田市 釜石市 奥州市
和賀郡 胆沢郡 西磐井
郡 気仙郡 上閉伊郡

東北農政局奥州地域センター
農政推進グループ

023-0003
奥州市水沢区佐倉河
字慶徳７１ (ＥＣ慶徳ビ
ル)

0197-25-3918
(直通)

宮城県

仙台市 塩竃市 白石市
名取市 角田市 多賀城
市 岩沼市 刈田郡 柴田
郡 伊具郡 亘理郡 宮城
郡 黒川郡

東北農政局生産部生産技術
環境課環境直接支払推進係
又は環境直接支払調査係

980-0014
仙台市青葉区本町3-
3-1 (仙台合同庁舎)

022-221-6214
(直通)

石巻市 気仙沼市 登米
市 栗原市 東松島市 大
崎市 加美郡 遠田郡 牡
鹿郡 本吉郡

東北農政局大崎地域センター
農政推進グループ

989-6156
大崎市古川西館2-3-
33

0229-22-2790
(直通)

秋田県

秋田市 能代市 大館市
男鹿市 鹿角市 由利本
荘市 潟上市 北秋田市
にかほ市 鹿角郡 北秋田
郡 山本郡 南秋田郡

東北農政局秋田地域センター
農政推進グループ

010-0951 秋田市山王7-1-5
018-862-5755
(直通)

横手市 湯沢市 大仙市
仙北市 仙北郡 雄勝郡

東北農政局大仙地域センター
農政推進グループ

014-0014
大仙市大曲福住町3-
14

0187-62-2123
(直通)

山形県

山形市 米沢市 寒河江
市 上山市 村山市 長井
市 天童市 東根市 尾花
沢市 南陽市 東村山郡
西村山郡 北村山郡 東
置賜郡 西置賜郡

東北農政局山形地域センター
農政推進グループ

990-0023 山形市松波1-3-7
023-622-7235
(直通)

鶴岡市 酒田市 新庄市
最上郡 東田川郡 飽海
郡

東北農政局酒田地域センター
農政推進グループ

998-0061 酒田市光ヶ丘2-13-6
0234-33-7246
(直通)

福島県

福島市 会津若松市 郡
山市 須賀川市 喜多方
市 相馬市 二本松市 田
村市 南相馬市 伊達市
本宮市 伊達郡 安達郡
岩瀬郡 南会津郡 耶麻
郡 河沼郡 大沼郡 石川
郡 田村郡 双葉郡 相馬
郡

東北農政局福島地域センター
農政推進グループ

960-8107 福島市浜田町1-9
024-534-4145
(直通)

いわき市 白河市 西白河
郡 東白川郡

東北農政局いわき地域セン
ター農政推進グループ

970-8026
いわき市平字堂根町4-
11 (いわき地方合同庁舎)

0246-23-8516
(直通)

茨城県

水戸市 日立市 常陸太
田市 高萩市 北茨城市
笠間市 ひたちなか市 鹿
嶋市 潮来市 常陸大宮
市 那珂市 神栖市 行方
市 鉾田市 小美玉市 東
茨城郡 那珂郡 久慈郡

関東農政局長
関東農政局水戸地域センター
農政推進グループ

310-0061 水戸市北見町1-9
029-221-2184
(直通)

土浦市 古河市 石岡市
結城市 龍ヶ崎市 下妻市
常総市 取手市 牛久市
つくば市 守谷市 筑西市
坂東市 稲敷市 かすみが
うら市 桜川市 つくばみらい
市 稲敷郡 結城郡 猿島
郡 北相馬郡

関東農政局土浦地域センター
農政推進グループ

300-0871
土浦市荒川沖東2-15
－27

029-843-6875
(直通)

栃木県

宇都宮市 足利市 栃木
市 佐野市 鹿沼市 日光
市 小山市 真岡市 下野
市 河内郡 芳賀郡 下都
賀郡

関東農政局宇都宮地域セン
ター農政推進グループ

320-0806 宇都宮市中央2-1-16
028-633-3311
(直通)

大田原市 矢板市 那須
塩原市 さくら市 那須烏
山市 塩谷郡 那須郡

関東農政局大田原地域セン
ター農政推進グループ

324-0041
大田原市本町1－
2812

0287-23-5611
(直通)

群馬県
関東農政局前橋地域センター
農政推進グループ

371-0025 前橋市紅雲町1-2-2
027-221-1181
(直通)

埼玉県
関東農政局生産部生産技術
環境課環境保全型農業推進
係

330-9722
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)

048-740-0446
(直通)

申請者の住所
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千葉県 関東農政局長
関東農政局千葉地域センター
農政推進グループ

263-0021
千葉市稲毛区轟町5-
1-4

043-251-8307
(直通)

東京都
関東農政局東京地域センター
農政推進グループ 135-0062

江東区東雲1-9-5 (東
雲合同庁舎)

03-5144-5253
(直通)

神奈川県
関東農政局横浜地域センター
農政推進グループ

231-0003
横浜市中区北仲通5-
57 (横浜第２合同庁舎)

045-211-1331
(直通)

山梨県
関東農政局甲府地域センター
農政推進グループ

400-0031
甲府市丸の内1-1-18
(甲府合同庁舎)

055-254-6055
(直通)

長野県

長野市 上田市 須坂市
小諸市 中野市 飯山市
佐久市 千曲市 東御市
南佐久郡 北佐久郡 小
県郡 埴科郡 上高井郡
下高井郡 上水内郡 下
水内郡

関東農政局長野地域センター
農政推進グループ

380-0846
長野市旭町1108 (長野
第１合同庁舎)

026-233-2500
(直通)

松本市 岡谷市 飯田市
諏訪市 伊那市 駒ヶ根市
大町市 茅野市 塩尻市
安曇野市 諏訪郡 上伊
那郡 下伊那郡 木曽郡
東筑摩郡 北安曇郡

関東農政局松本地域センター
農政推進グループ

390-0852 松本市島立650-1
0263-47-2001
(直通)

静岡県

静岡市 沼津市 熱海市
三島市 富士宮市 伊東
市 島田市 富士市 焼津
市 藤枝市 御殿場市 下
田市 裾野市 伊豆市 伊
豆の国市 牧之原市 賀茂
郡 田方郡 駿東郡 榛原
郡

関東農政局静岡地域センター
農政推進グループ

420-8618
静岡市葵区東草深町
7-18

054-246-6121
(直通)

浜松市 磐田市 掛川市
袋井市 湖西市 御前崎
市 菊川市 周智郡

関東農政局浜松地域センター
農政推進グループ

432-8047
浜松市中区神田町字
中北川525

053-441-0137
(直通)

新潟県

新潟市 三条市 新発田
市 加茂市 村上市 燕市
五泉市 阿賀野市 佐渡
市 胎内市 北蒲原郡 西
蒲原郡 南蒲原郡 東蒲
原郡 岩船郡

北陸農政局長
北陸農政局新潟地域センター
農政推進グループ

951-8035
新潟市中央区船場町
2-3435-1

025-228-5211
(代表)

長岡市 柏崎市 小千谷
市 十日町市 見附市糸
魚川市 妙高市 上越市
魚沼市 南魚沼市 三島
郡 南魚沼郡 中魚沼郡
刈羽郡

北陸農政局長岡地域センター
農政推進グループ

940-0082
長岡市千歳1-3-88
(長岡地方合同庁舎)

0258-31-2131
(代表)

富山県
北陸農政局富山地域センター
農政推進グループ

930-0856
富山市牛島新町11-7
(富山地方合同庁舎)

076-441-9317
(直通)

石川県
北陸農政局生産部生産技術
環境課環境保全型農業推進

920-8566
金沢市広坂２－２－60
(金沢広坂合同庁舎)

076-263-2161
(内線3357)

福井県
北陸農政局福井地域センター
農政推進グループ

918-8555 福井市つくも2-11-21
0776-35-3225
(代表)

岐阜県
高山市 飛騨市 郡上市
下呂市 大野郡 東海農政局長

東海農政局高山地域センター
農政推進グループ

506-0055
高山市上岡本町7-
479

0577-32-1155
(直通)

岐阜市 大垣市 多治見
市 関市 中津川市 美濃
市 瑞浪市 羽島市 恵那
市 美濃加茂市 土岐市
各務原市 可児市 山県
市 瑞穂市 本巣市 海津
市 羽島郡 養老郡 不破
郡 安八郡 揖斐郡 本巣
郡 加茂郡 可児郡

東海農政局岐阜地域センター
農政推進グループ

500-8288 岐阜市中鶉2-26
058-271-4407
(直通)

愛知県

名古屋市 一宮市 瀬戸
市 半田市 春日井市津
島市 犬山市 常滑市 江
南市 小牧市 稲沢市 東
海市 大府市 知多市 尾
張旭市、岩倉市豊明市
日進市 愛西市 清須市
北名古屋市弥富市 あま
市 長久手市 愛知郡 西
春日井郡丹羽郡 海部郡
知多郡

東海農政局生産部生産技術
環境課課長補佐（農業生産
環境対策）又は環境保全型
農業推進係

460-8516
名古屋市中区三の丸
1-2-2

052-201-7271
(内線2262、
2266)

豊橋市 岡崎市 豊川市
碧南市 刈谷市 豊田市
安城市 西尾市 蒲郡市
新城市 知立市 高浜市
田原市 みよし市 額田郡
北設楽郡

東海農政局豊橋地域センター
農政推進グループ

440-0884 豊橋市大国町111
0532-56-3080
(直通)

三重県
東海農政局津地域センター農
政推進グループ

514-0006 津市広明町415-1
059-228-3199
(直通)
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滋賀県

大津市 草津市 守山市
栗東市 甲賀市 野洲市
湖南市 高島市 近畿農政局長

近畿農政局大津地域センター
農政推進グループ

520-0044
大津市京町3-1-1 (大
津びわ湖合同庁舎)

077-522-4273
(直通)

彦根市 長浜市 近江八
幡市 東近江市 米原市
蒲生郡 愛知郡 犬上郡

近畿農政局東近江地域セン
ター農政推進グループ

527-0023
東近江市八日市緑町
11-24

0748-23-3842
(直通)

京都府
近畿農政局生産部生産技術
環境課環境保全型農業推進
係

602-8054

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)

075-451-9161
(内線2375)

大阪府
近畿農政局大阪地域センター
農政推進グループ

540-0008
大阪市中央区大手前
1-5-44 (大阪合同庁舎1
号館6階)

06-6941-9064
(直通)

兵庫県

神戸市 尼崎市 明石市
西宮市 洲本市 芦屋市
伊丹市 加古川市 西脇
市 宝塚市 三木市 高砂
市 川西市 小野市 三田
市 加西市 篠山市 丹波
市 南あわじ市 淡路市 加
東市 川辺郡 多可郡 加
古郡

近畿農政局神戸地域センター
農政推進グループ

650-0024
神戸市中央区海岸通
29  (神戸地方合同庁舎)

078-331-9946
(直通)

姫路市 相生市 赤穂市
宍粟市 たつの市 佐用郡
神崎郡 揖保郡 赤穂郡

近畿農政局姫路地域センター
農政推進グループ

670-0940
姫路市三左衛門堀西
の町18

079-281-3697
(直通)

豊岡市 養父市 朝来市
美方郡

近畿農政局豊岡地域センター
農政推進グループ

668-0023 豊岡市加広町5-10
0796-22-2179
(直通)

奈良県
近畿農政局奈良地域センター
農政推進グループ

630-8113
奈良県奈良市法蓮町
387 (奈良第3地方合同
庁舎)

0742-36-2981
(直通)

和歌山県
近畿農政局和歌山地域セン
ター農政推進グループ

640-8143
和歌山県和歌山市二
番丁2 (和歌山地方合同
庁舎)

073-436-3859
(直通)

鳥取県 中国四国農政局長
中国四国農政局鳥取地域セ
ンター農政推進グループ

680-0845
鳥取市富安2-89-4
(鳥取第一地方合同庁
舎)

0857-22-3131
(内線623)

島根県
中国四国農政局松江地域セ
ンター農政推進グループ

690-0001 松江市東朝日町192
0852-24-7311
(内線534)

岡山県
中国四国農政局政局生産部
生産技術環境課環境保全型
農業推進係

700-8532
岡山市北区下石井1
丁目4番1号 (岡山第2
合同庁舎)

086-224-4511
(内線2774)

広島県

広島市 呉市 竹原市 大
竹市 東広島市 廿日市
市 安芸高田市 江田島
市 安芸郡 山県郡 豊田
郡

中国四国農政局広島地域セ
ンター農政推進グループ

730-0012
広島市中区上八丁堀
6-30 (広島合同庁舎)

082-228-9483
(内線405)

三原市 尾道市 福山市
府中市 三次市 庄原市
世羅郡 神石郡

中国四国農政局福山地域セ
ンター農政推進グループ

720-0017 福山市千田町2-5-30
084-955-8631
(内線306)

山口県
中国四国農政局山口地域セ
ンター農政推進グループ

753-0088
山口市中河原町6-16
(山口地方合同庁舎)

083-922-5404
(内線602)

徳島県
中国四国農政局徳島地域セ
ンター農政推進グループ

770-0943 徳島市中昭和町2-32
088-622-6133
(内線312)

香川県
中国四国農政局高松地域セ
ンター農政推進グループ

760-0018 高松市天神前3-5
087-831-8185
(内線329)

愛媛県
中国四国農政局政局松山地
域センター農政推進グループ

790-8519
松山市宮田町188番
地 (松山地方合同庁舎)

089-932-6989
(内線415)

高知県
中国四国農政局政局高知地
域センター農政推進グループ

780-0870
高知市本町4-3-41
(高知地方合同庁舎)

088-875-2151
(内線334)

福岡県

福岡市 大牟田市 久留
米市 柳川市 八女市 筑
後市 大川市 小郡市 筑
紫野市 春日市 大野城
市 宗像市 太宰府市 古
賀市 福津市 うきは市 朝
倉市 みやま市 糸島市 筑
紫郡 糟屋郡 朝倉郡 三
井郡 三潴郡 八女郡

九州農政局長
九州農政局福岡地域センター
農政推進グループ

812-0018
福岡市博多区住吉3-
17-21

092-281-8261
(内線323)

北九州市 直方市 飯塚
市 田川市 行橋市 豊前
市 中間市 宮若市 嘉麻
市 遠賀郡 鞍手郡 嘉穂
郡 田川郡 京都郡 築上
郡

九州農政局北九州地域セン
ター農政推進グループ

803-0814
北九州市小倉北区大
手町13-26 (第2合同庁
舎)

093-561-1596
(内線28)

佐賀県
九州農政局佐賀地域センター
農政推進グループ

840-0803 佐賀市栄町3-51
0952-23-3134
(内線125)
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長崎県
九州農政局長崎地域センター
農政推進グループ

852-8106
長崎市岩川町16-16
(長崎合同庁舎)

095-845-7123
(内線346)

熊本県

熊本市 荒尾市 玉名市
山鹿市 菊池市 宇土市
宇城市 阿蘇市 合志市
下益城郡 玉名郡 菊池
郡 阿蘇郡 上益城郡

九州農政局長
九州農政局九州農政局生産
部生産技術環境課環境保全
型農業推進係

860-8527
熊本市西区春日2丁
目10番1号 (熊本地方
合同庁舎)

096-211-9558
(直通)

八代市 人吉市 水俣市
上天草市 天草市 八代
郡 葦北郡 球磨郡 天草
郡

九州農政局八代地域センター
農政推進グループ

866-0896 八代市日置町171-1
0965-62-8206
(内線403)

大分県
九州農政局大分地域センター
農政推進グループ

870-0047 大分市中島西1-2-28
097-532-6134
(内線232)

宮崎県

宮崎市 都城市 日南市
小林市 串間市 西都市
えびの市 北諸県郡 西諸
県郡 東諸県郡 児湯郡

九州農政局宮崎地域センター
農政推進グループ

880-0801
宮崎市老松2丁目3-
17

0985-22-3184
(内線226)

延岡市 日向市 東臼杵
郡 西臼杵郡

九州農政局延岡地域センター
農政推進グループ

882-0803
延岡市大貫町1丁目
2915 (延岡合同庁舎)

0982-33-0700
(内線29)

鹿児島県

鹿児島市 枕崎市 阿久
根市 出水市 指宿市 西
之表市 薩摩川内市 日
置市 霧島市 いちき串木
野市 南さつま市 奄美市
南九州市 伊佐市 姶良
市 鹿児島郡 薩摩郡 出
水郡 姶良郡 熊毛郡 大
島郡

九州農政局鹿児島地域セン
ター農政推進グループ

892-0816
鹿児島市山下町13-
21 (鹿児島合同庁舎)

099-222-7590
(内線214)

鹿屋市 垂水市 曽於市
志布志市 曽於郡 肝属
郡

九州農政局鹿屋地域センター
農政推進グループ

893-0064
鹿屋市西原4丁目5-1
(鹿屋合同庁舎)

0994-43-3222
(内線521)

沖縄県 沖縄総合事務局長
沖縄総合事務局農林水産部
生産振興課環境保全型農業
振興専門官

900-0006
那覇市おもろまち２丁
目１番１号

098-866-1653
(直通)


