
○ みつばちの安定供給に向けた需給調整について 
お問い合わせ窓口一覧 

 

都道府県名 
園芸関係 養蜂関係 

園芸担当部署 連絡先 養蜂担当部署 連絡先 

北海道 農政部生産振興局農産振興課園芸グループ 011－204-5436 農政部生産振興局畜産振興課 011-204-5439 

青森県 農林水産部農産園芸課 017-734-9481 農林水産部畜産課 017-734-9496 

岩手県 農林水産部農産園芸課 019-629-5709 農林水産部畜産課 019-629-5725 

宮城県 農政部園芸振興室 022-211-2843 農政部畜産課 022-211-2853 

秋田県 農林水産部園芸振興課 018-860-1803 農林水産部畜産振興課 018-860-1806 

山形県 農林水産部園芸農業推進課  023-630-2249 農林水産部畜産振興課 023-630-2435 

福島県 農林水産部園芸課 024-521-7355 農林水産部畜産課 024-521-7365 

茨城県 農林水産部 産地振興課 029-301-3950 農林水産部畜産課 029-301-3993 

栃木県 農政部生産振興課 028-623-2328 農政部畜産振興課 028-623-2347 

群馬県 農政部蚕糸園芸課 027-226-3124 農政部畜産課 027-226-3114 

埼玉県 農林部生産振興課 048-830-4142 農林部畜産安全課 048-830-4193 

千葉県 農林水産部生産振興課 043-223-2882 農林水産部畜産課 043-223-2939 

東京都 産業労働局農林水産部農業振興課 03-5320-4832 産業労働局農林水産部農業振興課 03-5320-4842 

神奈川県 環境農政局農政部農業振興課 045-210-4427 環境農政局農政部畜産課 045-210-4511 

山梨県 農政部果樹食品流通課果樹・６次産業振興課 055-223-1600 農政部畜産課 055-223-1607 

長野県 農政部園芸畜産課 026-235-7228 農政部園芸畜産課家畜防疫対策室 026-235-7232 

静岡県 経済産業部農林業局みかん園芸課農業局農芸振興課 054-221-2732 経済産業部畜産振興課 054-221-2706 

新潟県 農林水産部農産園芸課園芸拡大推進室 025-280-5297 農林水産部畜産課 025-280-5309 

富山県 農林水産部農産食品課園芸振興係 076-444-3284 農林水産部農業技術課 076-444-3289 

石川県 農林水産部生産流通課生産振興グルーフ゜ 076-225-1621 農林水産部生産流通課 076-225-1623 

福井県 農林水産部園芸振興課園芸振興グルーフ゜ 0776-20-0432 農林水産部生産振興課 0776-20-0439 

岐阜県 農政部農産園芸課野菜係 058-272-8436 農政部畜産振興課 058-272-8449 

愛知県 農業水産局農政部園芸農産課野菜・果樹グループ 052-954-6418 農林水産部畜産課 052-954-6426 

三重県 農林水産部農産園芸課園芸特産振興班 059-224-2808 農林水産部畜産課 059-224-2541 

滋賀県 農政水産部農業経営課園芸振興係 077-528-3834 農政水産部畜産課 077-528-3855 

京都府 農林水産部農産課京野菜振興担当 075-414-4966 農林水産部畜産課 075-414-4981 

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 06-6210-9590 環境農林水産部動物愛護畜産課 06-6210-9618 

兵庫県 農政環境部農林水産局農産園芸課 078-362-3445 農政環境部畜産課 078-362-3453 

奈良県 農林部農業水産振興課園芸特産係 0742-27-7443 農林部畜産課 0742-27-7450 

和歌山県 農林水産部農業生産局果樹園芸課野菜花き班 073-441-2904 農林水産部農業生産局畜産課 073-441-2923 

鳥取県 農林水産部農業振興戦略監生産振興課 0857-26-7272 農林水産部畜産課 0857-26-7831 

島根県 農林水産部農産園芸課ﾟ 0852-22-5126 農林水産部畜産課 0852-22-5135 

岡山県 農林水産部農産課 086-226-7425 農林水産部畜産課 086-226-7429 

広島県 農林水産局農業経営発展課 082-513-3591 農林水産局畜産課 082-513-3604 

山口県 農林水産部農業振興課 083-933-3390 農林水産部畜産振興課 083-933-3436 

徳島県 農林水産部もうかるﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進課 088-621-2409 農林水産部畜産振興課 088-621-2417 

香川県 農政水産部農業生産流通課 087-832-3422 農政水産部畜産課 087-832-3429 

愛媛県 農林水産部農業振興局農産園芸課 089-912-2570 農林水産部農業振興局畜産課 089-912-2580 

高知県 農業振興部農業イノベーション推進課 088-821-4516 農業振興部畜産振興課 088-821-4553 

福岡県 農林水産部園芸振興課 092-651-1111 農林水産部畜産課 092-643-3497 

佐賀県 生産振興部園芸課 0952-25-7114 生産振興部畜産課 0952-25-7122 

長崎県 農林部農産園芸課 095-895-2945 農林部畜産課 095-895-2954 

熊本県 農林水産部園芸課 096-333-2393 農林水産部生産局畜産課 096-333-2401 

大分県 農林水産部園芸振興室 野菜班 097-506-3653 農林水産部畜産技術室 097-506-3684 

宮崎県 農政水産部農産園芸課 野菜担当 0985-26-7137 農政水産部畜産新生推進局畜産振興課 0985-26-7141 

鹿児島県 農政部農産園芸課 099-286-3181 農政部畜産課 099-286-3224 

沖縄県 農林水産部園芸振興課 野菜花き班 098-866-2266 農林水産部畜産課 098-866-2269 

 

農林水産省 生産局農産部園芸作物課 訪花昆虫担当 03-3593-6496 生産局畜産部畜産振興課 養蜂担当 03-3591-3656 

東北農政局 生産部園芸特産課 訪花昆虫担当 022-221-6193 生産部畜産課 養蜂担当 022-263-1111(内4184) 

関東農政局 生産部園芸特産課 訪花昆虫担当 048-740-0434 生産部畜産課 養蜂担当 048-740-0600(内3327) 

北陸農政局 生産部園芸特産課 訪花昆虫担当 076-232-4314 生産部畜産課 養蜂担当 076-263-2161(内3345） 

東海農政局 生産部園芸特産課 訪花昆虫担当 052-223-4624 生産部畜産課 養蜂担当 052-201-7271（内2435） 

近畿農政局 生産部園芸特産課 訪花昆虫担当 075-414-9023 生産部畜産課 養蜂担当 075-414-9022 

中国四国農政局 生産部園芸特産課 訪花昆虫担当 086-224-9413 生産部畜産課 養蜂担当 086-224-4511（内2766） 

九州農政局 生産部園芸特産課 訪花昆虫担当 096-300-6249 生産部畜産課 養蜂担当 096-211-9111（内4450） 

沖縄総合事務局 農林水産部生産振興課 訪花昆虫担当 098-866-1653 農林水産部生産振興課 養蜂担当 098-866-0031（内83386） 

 


