
＜支援機関　農業経営相談所＞ 令和2年9月1日現在

都道府県 市区町村 番地 担当部署名 連絡先

01 999 北海道農業経営相談所 農業 北海道 札幌市
札幌市中央区北5条西6丁目1-23 北海道
通信ビル6F(公益財団法人北海道農業公社
内)

農業経営相談室 011-522-5579 https://www.adhokkaido.or.jp/keieisodan/keieisodan.html

02 999 青森県農業経営相談所 農業 青森県 青森市
新町二丁目4-1（青森県共同ビル６階）
公益社団法人あおもり農林業支援センター

＜窓口＞
総務・担い手支援
課

＜サテライト窓口＞
東青ｻﾃﾗｲﾄ窓口
中南ｻﾃﾗｲﾄ窓口
三八ｻﾃﾗｲﾄ窓口
西北ｻﾃﾗｲﾄ窓口
上北ｻﾃﾗｲﾄ窓口
下北ｻﾃﾗｲﾄ窓口

＜窓口＞
017-773-3131

＜サテライト窓口＞
017-734-9990
0172-33-4821
0178-23-3794
0173-35-5727
0716-23-4281
0175-22-2685

http://aoimori-norin.jp/business/keieisoudan/
月曜日～金曜日（祝日を除く）
8:30～12：00、13：00～17:15

03 999 岩手県農業経営相談所 農業 岩手県 盛岡市
大通一丁目2-1（岩手県産業会館５階）
JA岩手県中央会内

019-626-8516 https://ja-iwate.or.jp/soudanjyo/index.html
月曜日～金曜日（年末年始・祝日を除く）
 １０時～１２時 １３時～１６時

04 999 宮城県農業経営相談所 農業 宮城県 仙台市
青葉区堤通雨宮町4番17号　宮城県仙台合
同庁舎11階　（公社）みやぎ農業振興公社
内

022-275-9192 http://www.miyagi-agri.com/soudanjo/senmonka2.html

05 999 秋田県農業経営相談所 農業 秋田県 秋田市
山王四丁目1-2　秋田県地方総合庁舎５階
公益社団法人　秋田県農業公社内

【窓口】
担い手育成課
【サテライト窓口】
県地域振興局農林
部農業振興普及課
に設置。
　鹿角地区
　北秋田地区
　山本地区
　秋田地区
　由利地区
　仙北地区
　平鹿地区
　雄勝地区

【窓口】
018-893-6212
【サテライト窓口】
鹿角：0186-23-
3683
北秋田：0186-62-
1835
山本：0185-52-
1241
秋田：018-860-
3413
由利：0184-22-
8354
仙北：0187-63-
6110
平鹿：0182-32-
1805
雄勝：0183-73-
5180

http://www.ak-agri.or.jp/

06 999 山形県農業経営相談所 農業 山形県 山形市
緑町1丁目9-30　緑町会館6階
（公財）やまがた農業支援センター内

023-641-1117 http://www.yamagata-nogyo-sc.or.jp/

07 999 福島県農業経営相談所 農業 福島県 福島市
中町8番2号
（福島県自治会館８階）

024-524-1201 http://www.fnkaigi.com/assist/
月曜日～金曜日（年末年始・祝日を除く） ９時３
０分～１２時 １３時～１７時

08 999 茨城県農業参入等支援センター 農業 茨城県 水戸市 笠原町978-6　茨城県庁舎17階 029-301-3844 https://www.sannyu.pref.ibaraki.jp/
9:00～12:00、13:00～17:00（土、日、祝日を除
く）

09 999 栃木県農業経営相談所 農業 栃木県 宇都宮市
平出工業団地9-25　JAビル9F
（栃木県担い手育成総合支援協議会内）

028-616-8532 http://www.tochigi-ninaite.jp/index.html
9:00～12:00、13:00～17:00（土、日、祝日を除
く）

支援機関
コード

支援機関名 備考ホームページＵＲＬ属性
支援機関所在地 担当窓口



都道府県 市区町村 番地 担当部署名 連絡先

支援機関
コード

支援機関名 備考ホームページＵＲＬ属性
支援機関所在地 担当窓口

10 999 群馬県農業経営相談所 農業 群馬県 前橋市
大渡町一丁目10番7号
群馬県公社総合ビル5階

027-280-6171 http://www.gnkaigi.jp/project/ninaite/index.html
9:00～12:00、13:00～17:00（土、日、祝日を除
く）

11 999 埼玉県農業経営相談所 農業 埼玉県 行田市 大字真名板1975番地1 048-558-3555 http://sainourin.or.jp/

12 999 ちば農業経営相談協議会 農業 千葉県 千葉市
中央区市場町1-1　千葉県庁南庁舎9階
（公社）千葉県園芸協会内

043-223-2905 http://chiba-engei.or.jp/consultation.html
9:00～12:00、13:00～17:00（土、日、祝日を除
く）

14 999 かながわ農業経営相談所 農業 神奈川県 横浜市
中区山下町2　産業貿易センタービル10階
1006号 （一般社団法人神奈川県農業会議
内）

045-201-0895 http://www.kanagawanougyokaigi.or.jp/category/news/ 9:00～12:00、13:00～16:00（土、日、祝日を除く）

19 999 山梨県農業経営相談所 農業 山梨県 甲府市
宝１丁目21-20　NOSAI会館3階
（（公社）山梨県農業振興公社内）

中北農務事務所
峡東農務事務所
峡南農務事務所
富士・東部農務事
務所

0551-23-3292
0553-20-2707
055-240-4116
0554-45-7806

    －

・支援対象者
　原則、農業協同組合員以外の県内在住農業者

・窓口の受付時間
　8:30～17:15（土・日・祝日を除く）

20 999 長野県農業再生協議会 農業 長野県 長野市
大字南長野北石堂町1177-3
JA長野県ビル13階

（本所）
＜サテライト窓口＞
　佐久
　上田
　諏訪
　上伊那
　南信州
　木曽
　松本
　北アルプス
　長野
　北信

026-225-9642

0267-63-3144
0268-25-7125
0266-57-2912
0265-76-6812
0265-53-0413
0264-25-2220
0263-40-1915
0261-23-6510
026-234-9512
0269-23-0210

https://naganokaigi.com/ikusei/index.php 9:30～12:00、13:00～16:00（土、日、祝日を除く）

22 999 静岡県農業経営相談所 農業 静岡県 静岡市
葵区追手町9-18
（静岡中央ビル7階）

054-250-8988 http://www.shizuoka-nk.or.jp 8:30～12:00、13:00～17:00（土、日、祝日を除く）

15 999

新潟県農業経営相談所((公社)新潟県農林公社)

＜サテライト窓口＞
　村上地域振興局農林振興部
　新発田地域振興局農業振興部
　新潟地域振興局農林振興部
　新潟地域振興局農林振興部
　新潟地域振興局巻農業振興部
　三条地域振興局農業振興部
　長岡地域振興局農林振興部
　魚沼地域振興局農業振興部
　南魚沼地域振興局農林振興部
　十日町地域振興局農業振興部
　柏崎地域振興局農業振興部
　上越地域振興局農林振興部
　糸魚川地域振興局農林振興部
　佐渡地域振興局農林水産振興部

農業 新潟県

新潟市

＜サテライト窓口＞
村上市
新発田市
新潟市
新潟市
三条市
長岡市
魚沼市
南魚沼市
十日町市
柏崎市
上越市
糸魚川市
佐渡市

中央区新光町15番地2　新潟県公社総合ビ
ル4階　（公社）新潟県農林公社内

＜サテライト窓口＞
田端町6-25
豊町3-3-2
秋葉区新津4524-1
西蒲区赤鏥1285-1
興野1ｰ13-45
沖田2-173-2
大塚新田116-3
六日町960
妻有町西2-1
三和町5-55
本城町5-6
南押上1-15-1
中興684

＜サテライト窓口＞
企画振興課
農業企画課
農業企画課
企画振興課
企画振興課
農業企画課
企画振興課
企画振興課
企画振興課
企画振興課
農業企画課
企画振興課
農業企画課

025-282-5021

＜サテライト窓口＞
0254-52-7927
0254-26-9147
0250-24-9620
0256-72-0944
0256-36-2254
0258-38-2551
025-792-1309
025-772-2819
025-757-5518
0257-21-6252
025-526-9401
025-553-1902
0259-63-3185

https://www.niigata-nsoudan.jp/
月曜～金曜(年末年始、祝日を除く)
9時～12時、13時～17時



都道府県 市区町村 番地 担当部署名 連絡先

支援機関
コード
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16 999

とやま農業経営総合サポートセンター
(富山県担い手育成総合支援協議会)

＜サテライト窓口＞※以下、最寄りの農林振興センター等又
は市町村
　新川地区：新川農林振興センター
　富山地区：富山農林振興センター
　高岡地区：高岡農林振興センター
　砺波地区：砺波農林振興センター
　畜　　　産：広域普及指導センター

　黒東地域担い手育成総合支援協議会
　黒東地域担い手育成総合支援協議会
　黒部市農業再生協議会
　魚津地域担い手育成総合支援協議会
　高岡地域担い手育成総合支援協議会
　氷見市担い手育成支援協議会
　小矢部市担い手育成総合支援協議会
　射水市農業再生協議会
　富山市担い手育成総合支援協議会
　立山町地域担い手育成総合支援協議会
　滑川市担い手育成総合支援協議会
　上市町担い手育成総合支援協議会
　舟橋村地域担い手育成総合支援協議会
　砺波市担い手育成総合支援協議会
　南砺市担い手育成総合支援協議会

農業 富山県

富山市

＜サテライト窓口＞
-
-
-
-
-

入善町
朝日町
黒部市
魚津市
高岡市
氷見市
小矢部市
射水市
富山市
立山町
滑川市
上市町
舟橋村
砺波市
南砺市

舟橋北町4-19　富山県森林水産会館6階
（一社）富山県農業会議内

＜サテライト窓口＞
黒部市荻生3200
富山市諏訪川原1-3-22
高岡市赤祖父211
砺波市幸町1-7
富山市吉岡1124-1

下新川郡入善町入膳3255
下新川郡朝日町道下1133
黒部市若栗96番地
魚津市釈迦堂一丁目10番1号
高岡市広小路7番50号
氷見市鞍川1060番地
小矢部市本町1番1号
射水市小島703番地
富山市新桜町7番38号
中新川郡立山町前沢2440番地
滑川市寺家町104番地
中新川郡上市町法音寺1番地
中新川郡舟橋村仏生寺55番地
砺波市栄町7番3号
南砺市荒木1550

＜サテライト窓口＞
担い手支援課
担い手支援課
担い手支援課
担い手支援課
畜産指導担当

がんばる農政課
農林水産課
農業水産課
農林水産課
農業水産課
農林畜産課
農林課
農林水産課
農政企画課
農林課
農林課
産業課
生活環境課
農業振興課
農政課

076-441-8961

＜サテライト窓口＞
0765-52-0268
076-444-4521
0766-26-8474
0763-32-8111
076-429-5043

0765-72-3812
0765-83-1100
0765-54-2603
0765-23-1032
0766-20-1308
0766-74-8086
0766-67-1760
0766-51-6677
076-443-2081
076-462-9973
076-475-2111
076-472-1111
076-464-1121
0763-33-1111
0763-23-2016

http://www.tominou.com/con10.html

・支援対象者：
富山県内在住の農業経営者（原則、ＪＡ組合員
以外に限る。）

・受付時間：
9：30～12：00、13：00～17：00（土日祝を除く）

17 999
いしかわ農業経営相談所
(（公財）いしかわ農業総合支援機構)

農業 石川県 金沢市
鞍月2丁目20番地
石川県地場産業振興センター新館4F

076-225-7621
hosei@inz.or.jp

http://ishikawa-nks.jp/

月曜～金曜
9時30分～12時、13時～17時

県内5か所の農林総合事務所でも相談を受付

18 999

福井県農業経営相談所
(福井県農業再生協議会)
＜サテライト窓口＞福井地区　福井農林総合事務所
　　　　　　　　　　　　坂井地区　坂井農林総合事務所
　　　　　　　　　　　　奥越地区　奥越農林総合事務所
　　　　　　　　　　　　丹南地区　丹南農林総合事務所
　　　　　　　　　　　　二州地区　嶺南振興局二州農林部
　　　　　　　　　　　　若狭地区　嶺南振興局

農業 福井県

福井市

福井市
坂井市
大野市
越前市
敦賀市
小浜市

大手3丁目2-1　福井ビル5階

松本3丁目16-10
三国町水居17-45
友江11-10
上太田町41-5
中央町1丁目7-42
遠敷1丁目101

農業経営支援部
農業経営支援部
農業経営支援部
農業経営支援部
地域農業振興課
農業経営支援部

0776-27-8223

0776-21-8207
0776-81-3222
0779-65-1282
0778-23-4534
0770-22-5027
0770-56-5901

        http://www.f-saisei.jp/

＜福井県農業経営相談所＞
月曜～金曜(年末年始、祝日を除く)
9時30分～12時、13時～16時
＜サテライト窓口＞
月曜～金曜(年末年始、祝日を除く)
8時30分～17時15分

21 999 岐阜県農業経営相談所（ぎふアグリチャレンジ支援センター） 農業 岐阜県 岐阜市
藪田南5-14-12
岐阜県シンクタンク庁舎内

担い手部経営支援
課

058-215-1550 http://www.gifu-notiku.com/jigyo_houjinkasien.php

・支援対象とする者：岐阜県内在住の農業経営
者
・窓口の受付時間：8:30～17:15

23 999 あいち農業経営相談所 農業 愛知県 名古屋市
中区錦3-3-8　JAあいちビル
（愛知県農業経営者サポート協議会内）

担い手対策部
（7/1～　営農・くら
し支援部）

052-951-6957 http://www.aichi-n-sodanjo.jp/
・支援対象者：愛知県内に在住する農業経営者
・受付時間　平日9:00～17:00

24 999 三重県農業経営相談所（（公財）三重県農林水産支援センタ－ 農業 三重県 松阪市 嬉野川北町５３０ 総務・担い手支援課 0598-48-1226 https://www.aff-shien-mie.or.jp/keieisoudan.html

・支援対象者
　三重県内に所在する個人・法人の農業経営者
・窓口受付時間8時30分～17時15分

25 999 滋賀県農業再生協議会（しがの農業経営相談所） 農業 滋賀県 大津市
松本1丁目2-22　滋賀県農業教育情報セン
ター　（一般社団法人滋賀県農業会議内）

－ 077-523-2439 http://www.shiga-suiden.jas.or.jp/ninaite/index.html
支援対象：滋賀県内に在住する農業者
窓口の受付時間：9～12時、13～17時

26 999 一般社団法人　京都府農業会議（京都府農業経営相談所） 農業 京都府 京都市
上京区丁子風呂町104番地の2　京都府庁
西別館３F

担い手創生部農業
ビジネス課

075-417-6888 https://www.agr-k.or.jp/
支援対象：京都府内に在住する農業者
受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

27 999
一般社団法人　大阪府みどり公社（大阪府農業経営相談
所）

農業 大阪府 大阪市
中央区南本町二丁目1番8号
創建本町ビル7階

農政チーム 06-6266-8916 http://osaka-midori.jp/nouen/

・支援対象とする者：農業者（府内に在住し、ＪＡ
（農協）組合員以外の者に限る。）
・窓口の受付時間：9時～12時、13時～17時（土
日・祝日除く、事前に電話で予約してください）
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28 999
兵庫県農業経営法人化推進協議会（兵庫県農業経営相談
所）

農業 兵庫県 神戸市
中央区下山手通4-15-3
（一般社団法人兵庫県農業会議内）

担い手支援課 078-391-1222 https://hyokaigi.or.jp/sodan.html

・支援対象とする者：
県内在住の農業者（原則、JAの組合員以外に
限る。）
・窓口の受付時間
9:00～11:00、13:00～16:00

29 999
奈良県農業経営者サポート協議会（奈良県農業経営相談
所）

農業 奈良県 奈良市
登大路町30　県分庁舎内5F
奈良県農業会議内

農政係 0742-27-7419 http://www.nara-kaigi.jp/

･支援対象：奈良県内に在住する農業者（原則
として、農業協同組合員以外に限る）
･受付時間：8:30～12:00、13:00～17:00
 （土、日、祝日を除く）

30 999
わかやま農業経営サポートセンター（和歌山県農業経営相
談所）

農業 和歌山県 和歌山市
茶屋ノ丁2-1
和歌山県自治会館6F　和歌山県農業会議
内

振興局
農林水産振興部
農業水産振興課

（和海地方）
　073-441-3378

（那賀地方）
　0736-61-0025

（伊都地方）
　0736-33-4930

（有田地方）
　0737-64-1273

（日高地方）
　0738-24-2930

（西牟婁地方）
　0739-26-7941

（東牟婁地方）
　0735-21-9632

－

・支援対象者
　原則、農業協同組合組合員以外の県内在住
農業者

・窓口の受付時間
　9:00～17:45
(土、日、祝日を除く）

31 999 鳥取県農業経営相談所 農業 鳥取県 鳥取市
東町１丁目271番地
（公財）鳥取県農業農村担い手育成機構内
（第2庁舎8階）

0857-26-8337 https://www.t-agri.com/ninaitekiko/
窓口対応日：平日のみ
窓口対応時間：9時から17時まで

32 999 島根県農業経営相談所 農業 島根県 出雲市
斐川町直江5030番地
島根県農業協同組合

営農対策部
担い手対策課

0853ｰ25ｰ8142 https://shimane-nogyo-keiei.jp/

33 999 岡山県農業経営相談所 農業 岡山県 岡山市
東区竹原505番地
岡山県立青少年農林文化ｾﾝﾀｰ 三徳園内

086ｰ297ｰ2016 http://ninaiteokayama.or.jp/sodansho/

34 999 広島県農業経営者サポートセンター 農業 広島県 広島市
中区大手町四丁目2番16号
(広島県農業共済会館)

082ｰ543ｰ6011 http://hsnz.jp/

35 999 やまぐち農業経営支援センター 農業 山口県 山口市 小郡下郷2139番地
山口県地域農業戦
略推進協議会

083ｰ973ｰ2215 https://y-ninaite.jp/

36 999 徳島県農業経営相談所 農業 徳島県 徳島市
北佐古一番町5-12
(JA会館8階(一社)徳島県農業会議内)

088ｰ678ｰ5611 https://ninaite-tokushima.com/

・支援対象とする者：経営相談所の重点指導農
業者及び人・農地プランの中心経営体を中心に
支援

・窓口の受付時間：９時～16時

37 999 かがわ農業経営相談所 農業 香川県 高松市
松島町1-17-28
香川県高松合同庁舎5階

087-831-3211
087-812-0810

https://kagawa-nk.jp/management.html
支援対象とする者：原則、ＪＡ組合員外
窓口受付時間：9：00～17：00（土日祝を除く）

38 999 えひめ農業経営サポートセンター 農業 愛媛県 松山市
一番町四丁目4-2
愛媛県庁第2別館1階
 (公財)えひめ農林漁業振興機構内

089ｰ945ｰ1542 https://enk.or.jp/



都道府県 市区町村 番地 担当部署名 連絡先

支援機関
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支援機関名 備考ホームページＵＲＬ属性
支援機関所在地 担当窓口

39 999 高知県農業経営相談センター 農業 高知県 高知市
丸ﾉ内1丁目7番52号
(高知県庁西庁舎3階 一般社団法人高知県
農業会議内)

088ｰ824ｰ8555 http://k-noukai.sakura.ne.jp/
受付時間
平日　８：３０～１７：００

40 998 福岡県農業者経営力向上推進協議会 農業 福岡県 福岡市
中央区天神4丁目10番12号
(JA福岡県会館4階一般社団法人福岡県農
業会議内)

福岡県農林水産部
経営技術支援課

092-643-3494 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nougyoukeieisoudan2020.html

40 999 福岡県商工会農業経営相談所 農業 福岡県 福岡市
博多区吉塚本町9番15号
(中小企業振興ｾﾝﾀｰ9階)

092ｰ622ｰ7708 http://www.shokokai.ne.jp/

41 999 さが農業経営相談所 (佐賀県担い手育成総合支援協議会) 農業 佐賀県 佐賀市
八丁畷町8番1号
(佐賀総合庁舎4階 一般社団法人佐賀県農
業会議内)

0952ｰ20-1810 https://www.sanoukai.jp/
対象者：県内在住の農業者
受付：平日9時～12時、13時～16時（※事前に
電話で予約してください）

42 999

長崎県農業経営相談所（長崎県農業経営者サポート協議
会）

〈サテライト窓口〉
五島振興局
壱岐振興局
対馬振興局

農業 長崎県

長崎市

〈サテライト窓口〉
五島市
壱岐市
対馬市

元船町17番1号　長崎県大波止ﾋﾞﾙ5階
（一般社団法人長崎県農業会議内）

〈サテライト窓口〉
五島市福江町1-1
壱岐市芦辺町国分東触678-7
対馬市厳原町宮谷224

〈サテライト窓口〉
農業振興普及課

095ｰ822ｰ9647

〈サテライト窓口〉
0959-72-5115
0920-45-3038
0920-52-4011

http://agri-nagasaki.org/publics/index/52/

・支援対象者：
農業を営む個人・法人

・窓口受付時間：
月曜～金曜（年末年始、祝日を除く）
9時～12時　13時～17時45分

43 999
くまもと農業経営相談所（熊本県担い手育成総合支援協議
会）

農業 熊本県 熊本市

中央区水前寺6丁目18番1号

(県庁本館9階一般社団法人熊本県農業会

議内)

096ｰ384ｰ3333 http://business3.plala.or.jp/hinokuni/ ・窓口の受付時間　8：30～17：15

44 999 おおいた農業経営相談所 農業 大分県 大分市
舞鶴町1-4-15
(農業会館別館２階一般社団法人大分県農
業会議内)

大分県農業会議 097ｰ532-4385 https://oita-agri.com
窓口の受付時間：8:30～17:00
JA組合委員以外　　等
農業法人等（農業法人協会員含む）

45 999 宮崎県農業再生協議会 農業 宮崎県 宮崎市 霧島1-1-1(JAﾋﾞﾙ9階) 0985ｰ31-2030 https://www.pref.miyazaki.lg.jp/nogyoninaite/shigoto/nogyo/20180927110640.html

相談窓口
<JA組合員の方>最寄りのJA
<上記以外の方>最寄りの市町村

46 999
かごしま農業経営相談所 (鹿児島県担い手・地域営農対策
協議会)

農業 鹿児島県 鹿児島市
鴨池新町10番1号
(鹿児島県庁11階一般社団法人鹿児島県農

業会議内)

鹿児島県農業会議
農政課
鹿児島県農政部経
営技術課

099-286-5815
099-286-3152

https://kago46.com/かごしま農業経営相談所.html

47 999 沖縄県農業経営相談所 農業 沖縄県 那覇市 首里末吉町4-2-19ｺｰﾎﾟ23(202号) 050-3628-8641 http://www.oki-shindan.or.jp/
【支援対象者】農業経営者サポート事業対象者
【受付時間】９：００～１７：００


