
＜支援機関　経営局長指定機関及び専門農協＞ 令和2年11月19日現在

都道府県 市区町村 番地 担当部署名 連絡先

21900 株式会社ＯＫＢ総研（岐阜県６次産業化サポートセンター） 農業・林業・水産業 岐阜県 大垣市 郭町2-25　Kixビル4F
岐阜県６次産業化サ

ポートセンター
0584-74-2620

https://www.okb-
kri.jp/agribusiness/aff/

10900 群馬県商工会連合会(群馬県６次産業化サポートセンター) 農業・林業・水産業 群馬県 前橋市 関根町3-8-1 経営支援課 027-231-9779 https://gun6.org/ 県内の農林漁業者に限る

19903 山梨県中小企業団体中央会(山梨県６次産業化サポートセンター) 農業・林業・水産業 山梨県 甲府市 飯田2-2-1山梨県中小企業会館４階
山梨県６次産業化サ

ポートセンター
050-6864-6788

http://www.chuokai-
yamanashi.or.jp/

14901 株式会社コンサラート(神奈川県６次産業化サポートセンター） 農業・林業・水産業 神奈川県 横浜市
中区尾上町5－80神奈川県中小企業企業
センター2階

神奈川県６次産業化サ
ポートセンター

045-633-5215 https://consulart.jp/
６次産業化を志す神奈川県内の生産者
に限る

13900 株式会社パソナ農援隊（６次産業化中央サポートセンター） 農業・林業・水産業 東京都 千代田区 大手町2-6-2
６次産業化中央サポー

トセンター
03-6734-1260 https://rokusapo.com/

01906 サツラク農業協同組合 農業 北海道 札幌市東区苗穂町 3丁目3-7
経済部　営農支援対策

課
011-721-7303 https://www.satsuraku.or.jp/

道内の農業者に限る
9:00～17:00

01907 松前農業協同組合 農業 北海道 松前郡松前町 大磯171 畜産係 0139-42-2630
平日、午前１０時より午後５時まで
組合員に限る

03901 岩手県農業法人協会 農業 岩手県 盛岡市 新明町７番５号
事務局（岩手県農業会

議農地・経営部）
019－626-8545 http://www.iwate-ca.or.jp/ca/

・支援対象とする者（岩手県農業法人協
会会員）
・窓口の受付時間（9時～16時）

06902 山形県農業法人協会 農業 山形県 山形市 緑町1-9-30 緑町会館6階 023-622-8716 http://yamagata-aca.com/
支援対象とする者（本協会へ会員として
加入している法人）

10903 上野村農業協同組合 農業 群馬県 多野郡上野村勝山 110 総務課 0274-59-2236 http://www.ja-uenomura.com/

18900 福井県農業法人協会 農業 福井県 福井市
松本3丁目16の10福井合同庁舎2F福井県
農業会議内

0776-21-8235 http://www.f-kaigi.jp

＜支援対象者＞
福井県農業法人協会会員等に限る
＜窓口の受付時間＞
月曜～金曜(年末年始、祝日を除く)
8時30分～17時15分

20903 川上そ菜農業協同組合 農業 長野県 南佐久郡川上村 秋山12-58 指導販売課 0267-99-2121

20904 川上物産農業協同組合 農業 長野県 南佐久郡川上村樋沢 1192-1 総務課 0267-97-2011

20905 下伊那園芸農業協同組合 農業 長野県 飯田市箕瀬町 1丁目2454-3 総務部営農相談室 0265-22-2000
http://www.shimoina-
enkyo.com

22901 静岡県温室農業協同組合 農業 静岡県 袋井市 西同笠115 総務課 0538-23-4711
http://www.melox-
shizuoka.or.jp

23904 東三温室園芸農業協同組合 農業 愛知県 豊川市 下長山町天王下120-1 管理部 0533-85-3462 http://www.tosan.net 8:30～17:00、水・土は8:30～12:00

30904 紀ノ川農業協同組合 農業 和歌山県 紀の川市 平野927 総務部 0736-75-5036 https://www.kinokawa.or.jp/
紀ノ川農業協同組合組合員に限る
8:30～17:00（土日を除く）

33901 岡山県農業経営者協会（事務局：一般社団法人岡山県農業会議） 農業 岡山県 岡山市 北区磨屋町9-18　岡山県農業会館９F 086-234-1093 https://oka-kaigi.jp/
・岡山県農業経営者協会会員に限る
9:00～16:00

38902 東予園芸農業協同組合 農業 愛媛県 西条市丹原町今井 431 営農事業部 0898-68-3606 http://www.toyoengei.jp/

43905 (一社)熊本県農業法人協会 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
農林水産部生産経営局農地・担い手支援
課内

096-381-4888  https://kumamoto-aca.com/ ・熊本県農業法人協会会員に限る

45904 (一社）宮崎県農業法人経営者協会 農業 宮崎県 宮崎市 恒久１－７－１４ 0985-73-9211 https://agri-miyazaki.or.jp/
宮崎県農業法人経営者協会会員に限
る
8:30～17:15

47900 沖縄県農業法人協会 農業 沖縄県 南城市
大里字大城２１９５(株式会社みやぎ農園事
務所内)

098-946-7646 -
【支援対象者】
当協会会員及び会員の推薦する者
【受付時間】１０：００～１７：００

47901 一般社団法人沖縄県農業会議 農業 沖縄県 島尻郡南風原町 字本部453-3　土地改良会館5階 098-889-6027 http://opca.or.jp/ 県内農業者に限る
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47904 沖縄県花卉園芸農業協同組合 農業 沖縄県 浦添市伊奈武瀬 1-10-1 経営総合対策室 098-860-2269 https://www.taiyo-hana2.jp/

11900 公益財団法人さいたま市産業創造財団 農業 埼玉県 さいたま市
中央区下落合5丁目4番3号
さいたま市産業文化センター6階

経営支援・金融課 048-851-6652 https://sozo-saitama.or.jp/
・埼玉県内の農業者に限る

13901 公益社団法人畜産技術協会 農業 東京都 文京区 湯島3-20-11緬羊会館内 緬山羊振興課 03-3836-2301 http://jlta.lin.gr.jp/
・支援対象者：めん山羊を飼育している
者
・受付時間　10：00～17：00

13902 公益社団法人日本馬事協会 農業 東京都 中央区 新川 2-6-18 馬事畜産会館内 総務部 03-3297-5626 https://www.bajikyo.or.jp/
肥育用馬及びその素馬を飼養している
農業者
受付時間：10：00～16：00

12000 日本オーストリッチ事業協同組合 農業 千葉県 印旛郡栄町 安食台2丁目27番22号
専務理事
田中俊之

0476-37-7951 http://japan-ostrich.org/
・支援対象：ダチョウを飼養している者
・受付可能時間：9:30～17:30

02904 青森県畜産農業協同組合連合会 農業 青森県 上北郡七戸町 鶴児平７２－１ 0176-60-1070 HP無し 8:30～17:00

09901 栃木県開拓農業協同組合 農業 栃木県 那須塩原市黒磯幸町 3番9号 営農推進室 0287-62-0274 https://www.t-kaitaku.jp

12900 千葉県みるく農業協同組合 農業 千葉県 木更津市牛袋 231 本所 0438-23-5848 http://www.chibamilk.or.jp

14902 神奈川県中央養鶏農業協同組合 農業 神奈川県 愛甲郡愛川町 三増1000 組合事務所 046-281-1082 http://chuoyokei.or.jp/
神奈川県中央養鶏農業協同組合の組
合員に限る
10:00～16:00

22902 富士開拓農業協同組合 農業 静岡県 富士宮市上井出 2233 営農業務部　営農課 0544-54-0304 http://www.fujikaitaku.or.jp/

23901 豊橋市養鶏農業協同組合 農業 愛知県 豊橋市 つつじが丘3-4-1 組合事務所 0532-61-3185

23902 豊橋養鶉農業協同組合 農業 愛知県 豊橋市 西幸町字浜池131 組合事務所 0532-48-0113 http://www.uzura.or.jp/

31901 大山乳業農業協同組合 農業 鳥取県 東伯郡琴浦町 保37-1 酪農指導部 0858-52-2221 https://dainyu.or.jp/

36902 徳島県養鶏販売農業協同組合 農業 徳島県 徳島市 山城西2丁目74ＮＯＳＡＩ徳島会館３階 088-623-1263 HP無し
組合員に限る
平日8:30～17:15

45905 宮崎県乳用牛肥育事業農業協同組合 農業 宮崎県 宮崎市 松山２丁目３番地４ 0985-26-2324 ・組合員に限る

45909 霧島ビーフ農業協同組合 農業 宮崎県 小林市南西方 8088番地 0984-24-0015 8:30～17:00

42901 長崎県鶏卵事業農業協同組合 農業 長崎県 長崎市 出島町10-15 組合事務所 095-825-4575
長崎県鶏卵事業農業協同組合に限る
9:00～16:00

42902 長崎県養鶏農業協同組合 農業 長崎県 長崎市 大橋町3-26 本部 095-848-7677
http://www.cyoukei.com/asso
ciation

平日9:00～1700

46902 マルイ農業協同組合 農業 鹿児島県 出水市 平和町225 総合管理部総務課 0996-63-0530 http://www.marui.or.jp/

13909 一般社団法人日本養豚協会 農業 東京都 渋谷区 代々木2-27-15 高栄ビル2F 03-3370-5473  http://pig.lin.gr.jp/

・支援対象：協会員
・受付可能時間：9:00～17:00
・一般社団法人日本養豚協会会員に限
る

13910 一般社団法人日本種鶏孵卵協会 農業 東京都 中央区 新川 2-6-16 馬事畜産会館内 03-3297-5512
https://www.syukeifuran.or.jp/
official/

日本種鶏孵卵協会会員に限る

13911 一般社団法人日本養蜂協会 農業 東京都 中央区 新川 2-6-16 馬事畜産会館内 03-3297-5645 http://www.beekeeping.or.jp/
一般社団法人日本養蜂協会会員に限
る

13913 一般社団法人　日本食鳥協会 農業 東京都 千代田区 岩本町2-9-7RECビル7階 03-5833-1029 https://www.j-chicken.jp/
食用鶏
会員関係農場に限る

13914 全国畜産農業協同組合連合会 農業 東京都 中央区 新川2-6-16馬事畜産会館5階 事業部 03-3297-5531 https://zenchikuren.or.jp/ 会員等に限る
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02903 一般社団法人青森県配合飼料価格安定基金協会 農業 青森県 青森市 堤町1丁目12-21 青森県食糧会館 3F 017-777-6543
http://www.zennikki.or.jp/asso
ciation/aomori/

青森県内の畜産経営者に限る

09902 栃木県養鶏協会 農業 栃木県 宇都宮市 工業団地6-7（ (公社)栃木県畜産協会内 ） 028-664-3631
8：30～17：15
会員に限る

11902 一般社団法人埼玉県畜産会 農業 埼玉県 熊谷市
須賀広784　埼玉県農業技術研究センター
内

総務部長(兼)事業推進
部長　金子 修

048-536-5281
http://saitama.lin.gr.jp/index.ht
ml

・受付時間：8:30～17:15
・埼玉県内の畜産業に限る

17903 公益社団法人石川県畜産協会 農業 石川県 金沢市 古府1-217 業務課 076-287-3635 http://ishikawa.lin.gr.jp/
・支援対象：家畜を飼養している者
・受付時間：9:00～17:00（土日を除く）
・石川県内で畜産業を営むものに限る

27900 一般社団法人　大阪府畜産会 農業 大阪府 大阪市
中央区谷町1丁目3番27号　大手前建設会
館内

06-6941-1351 http://osaka.lin.gr.jp/
9:00-18:00
府内の畜産農家に限る

28901 公益社団法人兵庫県畜産協会 農業 兵庫県 神戸市
中央区海岸通１
　　　兵庫県農業会館（７階）

経営支援部 078-381-9362 http://hyotiku.ecweb.jp/ ・受付可能時間：9：00～17：30
・兵庫県内の畜産事業者に限る

30902 公益社団法人畜産協会わかやま 農業 和歌山県 和歌山市
和歌山県和歌山市美園町5丁目1-1
　　　和歌山県JAﾋﾞﾙ（5階）

畜種別に担当者を割振
り

073-426-8133 http://wakayama.lin.gr.jp/ ・受付可能時間：8：50～1710
・和歌山県内の畜産業者に限る

45906 （公社）宮崎県畜産協会 農業 宮崎県 宮崎市 広島1丁目13番10号　畜産会館４F 経営支援部 0985-41-9300 http://miyazaki.lin.gr.jp/kyokai/
・受付時間　8:30～17:15
・県内の畜産業者に限る

45907 （一社）宮崎県配合飼料価格安定基金協会 農業 宮崎県 宮崎市 東大淀１丁目１番地41ナップビル４Ｆ
理事長兼常務理事

戸髙憲幸
0985-52-2359 HPなし

・県内の配合飼料価格安定基金契約締
結者に限る
・受付時間　8:45～17:15

45902 みやざき地頭鶏事業協同組合 農業 宮崎県 宮崎市 広島1丁目13番10号 0985-77-5566 http://www.mjitokko.jp/ みやざき地頭鶏事業協同組合員に限る

06901 山形県養鶏協会 農業 山形県 山形市 七日町3-1-16（（公社）山形県畜産協会内） 023-634-8108 県内の養鶏業者に限る

07902 福島県養鶏協会 農業 福島県 福島市 中町１－１９　中町ビル4階 024-521-1764
fukushimaken-youkei-kyokai.ｏ
ｒｇ

9：00～16：30
会員に限る

08901 茨城県養鶏協会 農業 茨城県 水戸市 梅香1-2-56（（公社）茨城県畜産協会内） 029-225-6697 茨城県養鶏協会会員等に限る

10902 群馬県養鶏協会 農業 群馬県 前橋市
亀里町1310JAビル３階（（公社）群馬県畜産
協会内）

027-220-2371 群馬県養鶏協会会員に限る

11903 埼玉県養鶏協会 農業 埼玉県 熊谷市 須賀広784 048-536-5281 県内の養鶏業者に限る

14903 一般社団法人神奈川県畜産会養鶏部会 農業 神奈川県 横浜市
磯子区西町14-3（神奈川県畜産センター
内）

045-761-4191 県内の畜産業者に限る

23903 一般社団法人愛知県養鶏協会 農業 愛知県 豊橋市 つつじが丘3-4-1 0532-61-3185
http://www.aichiken-youkei-
kyokai.org/top/

21902 岐阜県養鶏協会 農業 岐阜県 岐阜市
下奈良2-2-1県福祉・農業会館（（一社）岐
阜県畜産協会内）

058-273-9205 岐阜県養鶏協会会員に限る

24901 三重県養鶏協会 農業 三重県 津市
桜橋1-649農業共済会館１階（（一社）三重
県畜産協会内）

059-213-7513 県内の養鶏生産者に限る

25901 滋賀県養鶏協会 農業 滋賀県 近江八幡市
鷹飼町北4丁目12-2（（一社）滋賀県畜産振
興協会内）

0748-33-4345 滋賀県養鶏協会会員に限る

26901 京都府養鶏協会 農業 京都府 京都市
南区九条西山王町１京都JAﾋﾞﾙ内（(公社)
京都府畜産振興協会内）

075-681-4280 http://www.kyoto-yokei.jp/

30903 和歌山県養鶏協会 農業 和歌山県 和歌山市
美園町5-1-1和歌山県JAビル（公社）畜産
協会わかやま内

073-426-8133
和歌山県内の採卵鶏経営に限る
9:00～16:00

35901 山口県養鶏協会 農業 山口県 山口市 滝町１-１（山口県畜産振興課内） 083-933-3436
http://www.yamaguchi-
youkei.jp/

県内の養鶏農家に限る
8:30～17:15

37901 香川県養鶏協会 農業 香川県 高松市
寿町1-3-6香川県JAビル5階（（公社）香川
県畜産協会内）

087-825-0284
香川県養鶏協会会員及び会員傘下の
養鶏業者に限る
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40901 福岡県養鶏協会 農業 福岡県 福岡市 博多区吉塚本町13-50福岡県吉塚合庁６階 092-409-9083 県内の養鶏業者に限る

25902 近江しゃも普及推進協議会 農業 滋賀県 近江八幡市
鷹飼町北4丁目12-2（（一社）滋賀県畜産振
興協会内）

0748-33-4345
http://shiga.lin.gr.jp/dantai/ou
misyamoHP/

・支援対象者：協議会員
・受付時間　9:00～17:00
・近江しゃも普及推進協議会会員に限る

42903 長崎県養鶏協会 農業 長崎県 出島町 10-15（日新ビル３階） 095-825-4575 HP無し
長崎県養鶏協会に限る
9:00～16:00

43906 熊本県樹芸農業協同組合 農業 熊本県 熊本市 東区小山町2062－1 096-380-0555 https://kmjugei.com 組合員に限る

45903 一般社団法人宮崎県養鶏協会 農業 宮崎県 宮崎市 広島1-13-10畜産会館内 0985-29-4375
宮崎県内の養鶏農家（法人を含む）に限
る

46903 薩州開拓農業協同組合 農業 鹿児島県 鹿児島市上荒田町 22番3号 管理部管理課 099-812-8080 組合員に限る

47905 沖縄県養鶏協会 農業 沖縄県 那覇市
壷川2-9-1ＪＡ会館４階（JAおきなわ農業振
興本部畜産部内）

098-831-5170 HP無し

47903 沖縄県養鶏農業協同組合 農業 沖縄県 うるま市川田 333 総務班 098-973-2331

03200 岩手県中央酪農業協同組合 農業 岩手県 盛岡市 下田字生出640-2 指導課　指導係 019-688-7241 組合員に限る

04200 みやぎの酪農農業協同組合 農業 宮城県 遠田郡美里町 北浦字道祖神16 指導課 0229-34-2311 正組合員に限る

06200 山形県酪農業協同組合 農業 山形県 山形市吉原 2-8-6 業務企画課 023-645-4527 組合員に限る

07200 福島県酪農業協同組合 農業 福島県 本宮市仁井田字一里壇 17 生産部生産指導課 0243-33-1101 https://www.milk.fukushima.jp/
正組合員で生乳を出荷している者に限
る

08200 茨城北酪農業協同組合 農業 茨城県 水戸市東赤塚 2101 業務部 029-251-2341 組合員に限る

08201 美野里酪農業協同組合 農業 茨城県 小美玉市 堅倉1526-1 業務課 0299-48-0009 組合員に限る

09200 那須箒根酪農業協同組合 農業 栃木県 那須塩原市関谷 1590-3 業務課 0287-35-3231

09201 栃木県酪農業協同組合 農業 栃木県 宇都宮市東町 76 酪農課 028-664-7311 http://www.tochiraku.or.jp/ 組合員に限る

09202 酪農とちぎ農業協同組合 農業 栃木県 宇都宮市平出工業団地 6-7 業務部 指導企画課 028-660-2213
http://www.rakunoutochigi.co
m/

組合員に限る

10201 赤城酪農業協同組合連合会 農業 群馬県 前橋市二之宮町 1448 生産部指導課 027-266-7733
赤城酪農業協同組合連合会組合員に
限る

10202 明友酪農業協同組合 農業 群馬県 伊勢崎市豊城町 1880-1 業務部 0270-25-1590 組合員に限る

12200 東金酪農農業協同組合 農業 千葉県 東金市広瀬 471 総務 0475-58-5651 東金酪農農業協同組合員に限る

12201 八千代酪農農業協同組合 農業 千葉県 八千代市大和田新田 138-76 総務部 047-459-0036

15200 酪農にいがた農業協同組合 農業 新潟県 新潟市東区紫竹山 2-5-32 025-374-6690 組合員に限る

20200 南信酪農業協同組合 農業 長野県 松本市鎌田 2-1-1 指導事業部 0263-25-1700 http://www.nanraku.org/ 組合員に限る

20201 伊那酪農業協同組合 農業 長野県 伊那市荒井 3801-20 総務課 0265-78-2724 8:30～17:00
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21200 飛騨酪農農業協同組合 農業 岐阜県 高山市新宮町 3369 酪農部 0577-32-0208 http://www.hida.or.jp/ 組合員に限る

21201 岐阜酪農農業協同組合 農業 岐阜県 美濃市生櫛 439-2 酪農・購買課 0575-46-8803 組合員に限る

21202 古川酪農農業協同組合 農業 岐阜県 飛騨市 飛騨市古川町増島町17-8 （有）牧成舎 0577-73-2226

24200 三重県酪農業協同組合連合会 農業 三重県 松阪市嬉野下之庄町 753
三重県酪農業協同組合

連合会
0598-42-6800 組合員に限る

24201 大内山酪農農業協同組合 農業 三重県 度会郡大紀町大内山 3248-2 酪農部 酪農課 0598-72-2223
http://www.ouchiyamarakunou.
com/

24202 南勢酪農業協同組合 農業 三重県 松阪市美濃田町 1045-2 0598-58-1593 組合員に限る

24203 四日市酪農業協同組合 農業 三重県 四日市市黒田町 395 0593-26-2338 組合員に限る

28200 ハイクオリティミルク農業協同組合 農業 兵庫県 神戸市中央区多聞通 2-6-5 生産部　事業課 078-381-7398 http://www.hqmilk-dc.or.jp/ 組合員に限る

28201 兵庫県酪農農業協同組合 農業 兵庫県
神戸市西区伊川谷町潤
和

1058 指導購買課 078-976-5011 http://hyoraku.or.jp/ 組合員に限る

32200 邑智郡酪農農業協同組合 農業 島根県 邑智郡邑南町出羽 51-6 0855-83-2452 県内の酪農・畜産業者に限る

33200 おかやま酪農業協同組合 農業 岡山県 津山市川崎 94-1 総務部　特別対策室 0868-26-1101 http://www.okaraku.or.jp/

34200 広島県酪農業協同組合 農業 広島県 三次市東酒屋町 306-65 経営支援課 0824-64-2077 http://hiroraku.or.jp 組合員に限る

35200 山口県酪農農業協同組合 農業 山口県 下関市菊川町久野 10556-3 総務部生産振興課 083-287-2882

35201 防府酪農農業協同組合 農業 山口県 防府市清水町 1-1 0835-22-2600 組合員に限る

36200 徳島県酪農業協同組合 農業 徳島県
名西郡石井町浦庄字上
浦

531-1 徳島県酪農業協同組合 088-674-0401 県内酪農経営者に限る

38200 愛媛県酪農業協同組合連合会 農業 愛媛県 東温市南方 955-1 生産部 089-966-1400 http://www.rakuren.co.jp

40200 ふくおか県酪農業協同組合 農業 福岡県 福岡市博多区博多駅前 4-32-18 092-431-7868 http://f-kenraku.com 正会員に限る

42200 ながさき県酪農業協同組合 農業 長崎県 雲仙市 瑞穂町古部甲2021 指導部 0957-77-4305 組合員に限る

42201 南高南部地方酪農農業協同組合 農業 長崎県 南島原市 有家町中須川396-2 0957-82-2151 組合員に限る

42202 南高地方酪農業協同組合 農業 長崎県 雲仙市 南串山町甲5045-1 0957-88-3478 組合員に限る

43200 熊本酪農業協同組合 農業 熊本県 合志市幾久富 1383 本所 096-248-0014 組合員に限る

43201 熊本乳牛農業協同組合 農業 熊本県 上益城郡嘉島町下仲間 770-2 096-237-1025 組合員に限る

43202 熊本市中央酪農農業協同組合 農業 熊本県 熊本市中央区本山町 115 096-364-9290 組合員に限る

43203 火の国酪農業協同組合 農業 熊本県 熊本市東区小山 4-8-112 096-380-6996 組合員に限る
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43204 玉名酪農業協同組合 農業 熊本県 玉名市北牟田 595-74 総務部 0968-76-0001 組合員に限る

43205 荒尾酪農業協同組合 農業 熊本県 荒尾市府本 1184 0968-68-2362 組合員に限る

43206 鹿本酪農農業協同組合 農業 熊本県 山鹿市鹿本町御宇田 290 0968-46-2171 組合員に限る

43207 熊本市酪農農業協同組合 農業 熊本県 菊池郡菊陽町原水 1389 096-232-2601 組合員に限る

43208 大阿蘇酪農業協同組合 農業 熊本県 阿蘇市一の宮町宮地 4514 指導部 0967-22-3123 組合員に限る

43209 西阿蘇酪農業協同組合 農業 熊本県 阿蘇郡西原村鳥子 659-3 096-279-3618 組合員に限る

43210 球磨酪農農業協同組合 農業 熊本県 球磨郡相良村深水 2251 購買・指導課 096-635-0681 組合員に限る

44200 大分県酪農業協同組合 農業 大分県 大分市 廻栖野3231番地 酪農部 097-586-4225 http://oita-dairy.jp 大分県酪農業協同組合の組合員に限る

45200 宮崎県南部酪農業協同組合 農業 宮崎県 都城市 下長飯町2351-2 生産課 0986-23-3455 組合員に限る

46200 鹿児島県酪農業協同組合 農業 鹿児島県 鹿児島市 宇宿34番3号
指導購買部　経営指導

課
099-255-3186 http://www.kgo-milk.jp/ 組合員に限る

47200 沖縄県酪農農業協同組合 農業 沖縄県 島尻郡八重瀬町 友寄960 購買指導課 098-998-6262 https://www.okikenraku.com/ 組合員に限る

01900 北海道山林種苗協同組合 林業 北海道 札幌市 中央区北3条西7丁目 1 北海道水産ビル4Ｆ 011-200-2211

01901 北海道素材生産業協同組合連合会 林業 北海道 札幌市
中央区北3条西7丁目1（北海道水産ビル
6F）

011-221-5148

01902 北海道森林整備事業連合協議会 林業 北海道 札幌市
中央区北3条西7丁目1（北海道水産ビル
6F）

011-221-5148

01903 北海道木材産業協同組合連合会 林業 北海道 札幌市 中央区北3条西7丁目5（道庁西ビル2F） 011-251-0683 http://www.woodplaza.or.jp 会員及びその組合員に限る

01904 北海道森づくり推進協議会 林業 北海道 札幌市 中央区北3条西7丁目5（道庁西ビル2F） 011-251-0683

01905 栄林会 林業 北海道 札幌市
中央区北3条西7丁目1（北海道水産ビル
3F）

011-251-5618

02900 青森県森林整備事業協同組合 林業 青森県 青森市 大字駒込字桐ノ沢129-1 017-743-5411
http://www.jomon.ne.jp/~shinri
n/

02901 青森県山林種苗協同組合 林業 青森県 青森市 柳川2丁目 3-35  緑友会館内 017-766-6430

02902 青森県国有林材生産協同組合 林業 青森県 青森市 大字平新田字森越12-28 017-726-6305

03900 岩手県山林種苗協同組合 林業 岩手県 盛岡市 中央通3丁目 15-17  県森林組合会館内 019-622-2729

03902 ノースジャパン素材流通協同組合 林業 岩手県 盛岡市 菜園１丁目３番６号（農林会館内） 019-652-7227 http://www.soryukyo.or.jp/
ノースジャパン素材流通協同組合の組
合員に限る

03903 岩手県森林整備協同組合 林業 岩手県 盛岡市 大沢川原２丁目５番38号 019-651-5522 http://www.shinrinkyo.or.jp/ 組合員に限る

04900 宮城県農林種苗農業協同組合 林業 宮城県 仙台市
青葉区上杉2丁目 4-46  県森林組合会館
内

022-222-3661
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04901 公益財団法人みやぎ林業活性化基金 林業 宮城県 仙台市 青葉区上杉2丁目 4-46  事務局 022-217-4307 http://www.miyarin.or.jp/
森林組合を除く、県内林業経営者及び
林業事業体に限る、9-16時

04902 宮城県森林整備事業協同組合 林業 宮城県 仙台市 青葉区東照宮1-8-8 022-233-9777

05900 秋田県山林種苗協同組合 林業 秋田県 秋田市 東通り2丁目 7-35  木材会館内 018-887-5676

05901 公益財団法人秋田県林業労働対策基金 林業 秋田県 秋田市 川元山下町8-28 総務指導課 018-864-0161
http://www.aa.alpha-
net.ne.jp/akirinro/index.html

林業事業者に限る、9-17時

06900 山形県山林種苗協同組合 林業 山形県 山形市 成沢西4丁目 9-32  県森連内 023-688-8100

07900 福島県農林種苗農業協同組合 林業 福島県 福島市 中町 5-18  県林業会館内 024-523-5294

07901 福島県素材生産協同組合 林業 福島県 福島市 中町5-20 林業会館内 024-523-3307

08900 茨城県林業種苗協同組合 林業 茨城県 水戸市 三の丸1丁目 3-2  林業会館内4階 029-221-4506

09900 栃木県山林種苗緑化樹協同組合 林業 栃木県 宇都宮市 北一の沢町 21-20 028-622-4893

09903
公益社団法人　とちぎ環境・みどり推進機構
(栃木県林業労働力確保支援センター）

林業 栃木県 宇都宮市 竹林町1030番地2 林業経営部 028-624-3710 https://t-kms.sakura.ne.jp/ 林業事業体に限る、8:30-17:15

10904 群馬県素材生産流通協同組合 林業 群馬県 藤岡市 浄法寺530 0274-50-3311
http://sosei.server-
shared.com/

8:30～16:30

11901 埼玉県山林種苗協同組合 林業 埼玉県 飯能市
大字双柳 353  埼玉県飯能合同庁舎3階 川
越農林振興センター林業部内

080-6830-4557

12901
公益財団法人千葉県緑化推進委員会
(千葉県林業労働力確保支援センター）

林業 千葉県 袖ケ浦市 長浦拓2号580-148 0438-60-1521 http://www.c-green.or.jp

13903 日本特用林産振興会 林業 東京都 千代田区 神田錦町二丁目5-18黒子ビル4F 03-3293-1197 https://nittokusin.jp/

13904 全国山林種苗協同組合連合会 林業 東京都 千代田区 飯田橋4-9-7　第9田中ビル 03-3262-3071 http://www.zenbyouren.or.jp/

13905 東京都山林種苗緑化樹生産組合 林業 東京都 西多摩郡日の出町 大久野 7852 042-597-5990 当組合員に限る

13915 一般社団法人　日本植木協会 林業 東京都 港区 赤坂6丁目4番22号　三沖ビル3階 事務局 03-3586-7361 https://www.ueki.or.jp/
一般社団法人日本植木協会会員に限
る
9:00-17:00

14900 神奈川県山林種苗協同組合 林業 神奈川県 秦野市 菖蒲317番地 0463-79-8315 https://sanrin-shubyo.org/

14904 神奈川県民有林造成・整備推進連絡協議会 林業 神奈川県 愛甲郡清川村 宮ケ瀬1143-13
事務局（有限会社相馬

造林）
046-288-2376 HP無し 神奈川県内の林業事業体に限る、9-18時

15900 新潟県山林種苗協会 林業 新潟県 新潟市 西区曽和521-3　新潟県森林組合連合会内 025-261-7110
http://www.niigata-
moriren.or.jp/sanrin/

新潟県山林種苗協会会員に限る

15901
公益社団法人　新潟県農林公社
(新潟県林業労働力確保支援センター）

林業 新潟県 新潟市 中央区新光町15番地２ 025-285-7712 http://www.niigata-rinrou.com/ 新潟県内の林業事業体（森林組合は除く

16900 富山県素材生産組合 林業 富山県 射水市 黒河新４９４０番地 0766-30-5101

16901 富山県樹苗緑化協同組合 林業 富山県 富山市 八町 6931  富山県森林組合連合会内 076-434-3351

17900 公益社団法人　石川県木材産業振興協会 林業 石川県 金沢市 湊2丁目118番地15 076-238-7746
http://www.kenmoku-
ishikawa.jp/
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17901 石川県森林整備協同組合 林業 石川県 金沢市 古府1丁目197番地 076-240-8455

17902 石川県山林種苗協同組合 林業 石川県 金沢市 古府1丁目 197  農林会館内 076-240-3461
https://www.ishi-
sanshubyou.com/index.html

18901 福井県山林協会 林業 福井県 福井市 松本3丁目16－10福井県職員会館ビル内 0776-23-3753
http://fukui-ringyou-
fukyu.net/

県内の林業者に限る

19902 山梨県山林種苗緑化木協同組合 林業 山梨県 甲府市 丸の内1丁目 5-4  恩賜林記念館内 055-235-3989

20900
一般財団法人長野県林業労働財団
（長野県林業労働力確保支援センター）

林業 長野県 長野市 岡田町30-16 業務課 026-225-6080 https://nrinrou.net/

20901 長野県山林種苗協同組合 林業 長野県 長野市 岡田町 30-16  県林業センタービル内 026-228-5561
http://www.nagano-
naekumi.com/

20902 長野県特用林産振興会 林業 長野県 長野市 岡田町30-16 026-226-5620 長野県特用林産振興会会員に限る

21901 岐阜県山林種苗協同組合 林業 岐阜県 加茂郡富加町 滝田 1234-1  加茂山林種苗生産組合内 057-454-4075

21903 一般社団法人　岐阜県森林施業協会 林業 岐阜県 岐阜市 六条江東2丁目5番6号 058-215-0681 9:00-17:00

21904
公益社団法人　岐阜県森林公社
(岐阜県林業労働力確保支援センター）

林業 岐阜県 美濃市生櫛 1612-2
森のジョブステーション

ぎふ
0575-33-4011 https://m-job.net/

8:30-17:15
岐阜県内の林業者に限る

22900 静岡県山林種苗協同組合連合会 林業 静岡県 静岡市 葵区追手町 9-6  県庁西館内 054-254-8916

22903 静岡県椎茸産業振興協議会 林業 静岡県 伊豆市
修善寺4279-5（静岡県きのこ総合センター
内）

0558-72-1135

23900 愛知県林業種苗協同組合 林業 愛知県 名古屋市 中区丸の内3丁目 5-16  県林業会館内 052-961-9730

24900 三重県林業種苗協同組合連合会 林業 三重県 津市 桜橋1丁目 104  県林業会館内 059-228-7387

24902 三重県木材協同組合連合会 林業 三重県 津市 桜橋１丁目１０４番地 059-228-4715 http://miemokuren.com/ 三重県木材協同組合連合会に限る

25900 滋賀県山林種苗協同組合 林業 滋賀県 栗東市 荒張 518 077-558-1123

26900 京都府山林種苗緑化樹組合 林業 京都府 京都市
中京区西ノ京樋ノ口町123 森林組合連合会
内

075-841-1030 http://kyoto-shinrin.jp/ 組合員に限る

26902 一般社団法人　京都府木材組合連合会 林業 京都府 京都市 中京区西ノ京内畑町41－３ 事務局 075-802-2991
https://www.kyomokuren.or.jp
/

一般社団法人京都府木材組合連合会
会員の素材業者に限る。

26903 京都府特用林産振興連絡会 林業 京都府 京都市 中京区西ノ京樋ノ口町123京都府林業会館 075-841-1030 府内の会員に限る

28902
公益財団法人　兵庫県営林緑化労働基金
(兵庫県林業労働力確保支援センター)

林業 兵庫県 神戸市 中央区北長狭通５－５－１８ 078-361-8010 http://www.hyo-eirin.or.jp/ 兵庫県内の林業を営む者に限る

28900 兵庫県林業種苗協同組合 林業 兵庫県 神戸市
中央区北長狭通 5-5-18 兵庫県林業会館
内4階

078-351-0734

29900
公益財団法人　奈良県緑化推進協会
（奈良県林業労働力確保支援センター）

林業 奈良県 橿原市 城殿町459番地 0744-26-0202
https://narawoodjob.wixsite.co
m/nara-roukaku

29901 奈良県山林種苗協同組合 林業 奈良県 奈良市 登大路町 30 県庁林業振興課内 0742-27-7469
奈良県山林種苗協同組合の所属組合
員に限る

30900
一般社団法人わかやま森林と緑の公社
（わかやま林業労働力確保支援センター）

林業 和歌山県 西牟婁郡上富田町 生馬1504-1 0739 - 83 - 2022
http://www.aikis.or.jp/~kinokun
i/
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30901 和歌山県山林種苗協同組合 林業 和歌山県 和歌山市
湊通丁南4丁目18番地 和歌山県森林組合
連合会内

073-424-4351
当組合員及び当組合に加入の申し込み
があった新規事業者に限る

31900 鳥取県山林樹苗協同組合 林業 鳥取県 鳥取市 湖山町西 2-413 0857-28-4886
http://www.chuokai-
tottori.or.jp/~naeki/

32900 一般社団法人島根県木材協会 林業 島根県 松江市 母衣町55 0852-21-3852 http://shimane-mokuzai.jp/
一般社団法人島根県木材協会会員に
限る

32901 島根県素材流通協同組合 林業 島根県 江津市 松川町上河戸390-22 0855-55-0840

32902 斐伊川流域林業活性化センター 林業 島根県 松江市 東津田町1741-1 0852-25-4333 http://www.hiikawa.jp/

32903 江の川下流流域林業活性化センター 林業 島根県 浜田市 片庭町254 0855-22-7650

32904 高津川流域林業活性化センター 林業 島根県 益田市 昭和町13-1 0856-31-9583

32905 隠岐流域林業活性化センター 林業 島根県 隠岐郡隠岐の島町 池田風呂前65-1 08512-2-0493 https://www.oki-ringyo.jp/

32906 島根県林業種苗協同組合 林業 島根県 松江市 母衣町 55 林業会館内 0852-25-9348 島根県内苗木生産者に限る

33900 岡山県山林種苗協同組合 林業 岡山県 津山市 山下 53 岡山県美作県民局別館 4F 0868-24-0077

33902 一般社団法人岡山県木材組合連合会 林業 岡山県 岡山市 北区錦町１－８　岡山県木材会館内 086-231-6677　
http://www.kaiteki-
kinoie.or.jp/

会員の林業事業体に限る

34900 広島県樹苗農業協同組合 林業 広島県 広島市
中区鉄砲町4番1号 広島県土地改良会館
3F

082-228-5437

35900 山口県樹苗生産農業協同組合 林業 山口県 山口市 葵2丁目 5-69 山口県葵庁舎内 083-922-5108

35902 山口県椎茸農業協同組合 林業 山口県 山口市 桜畠二丁目７－３ 業務課 083-928-0336
https://yamashii844.wixsite.co
m/yamashii

組合員に限る

36900 徳島県素材生産流通協同組合 林業 徳島県 徳島市 西新浜町二丁目３番１０２号 088-676-2200
徳島県素材生産流通協同組合の組合
員に限る

36901 徳島県林業種苗協同組合 林業 徳島県 徳島市 西新浜町2丁目3番102号 088-676-2200
徳島県林業種苗協同組合の組合員に
限る

37900 香川県山林種苗協同組合 林業 香川県 高松市 中野町 23-2 県森連内 087-861-4352 香川県山林種苗協同組合員に限る

38900
公益財団法人　えひめ農林漁業振興機構
（愛媛県林業労働力確保支援センター）

林業 愛媛県 松山市 一番町四丁目４番地２ 089-934-6153
https://www.ehime-forest-
roukaku.jp/

38901 愛媛県山林種苗農業協同組合 林業 愛媛県 松山市 中野町甲 130-7 県森連緑化センター内 089-963-2001
https://sanrin-shubyo-
ehime.or.jp/

39900 一般社団法人高知県木材協会 林業 高知県 高知市 小倉町２-８ 088-883-6721 http://www.k-kenmoku.com/

39901 高知県種苗緑化協同組合 林業 高知県 香美市 土佐山田町神母ノ木 159-1 0887-53-4161

39902 公益社団法人高知県森と緑の会 林業 高知県 高知市
浅橋通6丁目7番43号総合保険協会庁舎5
階

088-855-3905 http://www.moritomidori.com 9:00-17:30

40900 福岡県樹苗農業協同組合 林業 福岡県 朝倉市 三奈木 2169 0946-22-8881 福岡県樹苗農業協同組合員に限る

40903 一般社団法人　福岡県樹芸組合連合会 林業 福岡県 久留米市 田主丸町益生田1125 事務局 0943-73-0130 https://www.jyugei.org/ 会員に限る、9：00-16：00
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41900 佐賀県山林種苗緑化協同組合 林業 佐賀県 佐賀市 本庄町本庄 278-4 森林会館内 0952-24-3663
佐賀県山林種苗緑化協同組合の組合
員に限る

41901 一般社団法人　佐賀県木材協会 林業 佐賀県 佐賀市 本庄町大字本庄278-4 0952-23-6181 会員に限る、8:30-17:15

42900 公益社団法人長崎県林業公社 林業 長崎県 諫早市 貝津町1122番地6 総務課 0957-25-0346
https://www.nagasaki-
ringyou.or.jp/

42904 対馬木材事業協同組合 林業 長崎県 対馬市 豊玉町仁位2089-18 0920-58-0558 8:00～17：00

43900 一般社団法人　熊本県木材協会連合会 林業 熊本県 熊本市 中央区神水1丁目11番14号 096-382-7919
http://www.kumamotonoki.com
/

一般社団法人熊本県木材協会連合会
の会員に限る

43901 熊本県樹苗協同組合 林業 熊本県 熊本市 東区戸島 2-3-35 熊本県林業会館内 096-288-6722

43902 熊本県椎茸農業協同組合 林業 熊本県 熊本市 東区小山4丁目6番113号 事業管理部 096-380-3300
http://www.kumamoto-
shiitake.jp/

令和元年7月1日～令和2年5月31日現
在迄に熊本県椎茸農業協同組合に乾し
いたけを出荷した組合員に限る

43903 熊本県認定事業体連絡協議会 林業 熊本県 熊本市
中央区水前寺6丁目5番19号熊本県住宅供
給公社ビル2階

096-340-1151

林業労働力の確保の促進に関する法律
（平成8年法律第45号）に基づき、熊本
県知事から認定を受けている林業従事
者に限る

43904 熊本県林業研究グループ連絡協議会 林業 熊本県 熊本市
中央区水前寺６丁目１８－１　森林整備課
内

096-333-2441
熊本県林業研究グループ連絡協議会
会員に限る

44900
公益財団法人森林ネットおおいた
（大分県林業労働力確保支援センター）

林業 大分県 大分市 大字古国府字内山1337-15 097-546-3009 http://oita-mori.net/

44901 大分県樹苗生産農業協同組合 林業 大分県 大分市 古国府字内山 1337-20 県林業会館内 097-545-1322

44902 大分県椎茸農業協同組合 林業 大分県 大分市 勢家字春日浦843-69 097-532-9141 http://www.osk-shiitake.or.jp/

45900 宮崎県緑化樹苗農業協同組合 林業 宮崎県 宮崎市 宮田町10番25号 宮田町ビル203号 0985-22-2929

46900 鹿児島県山林種苗協同組合 林業 鹿児島県 鹿児島市 山下町 9-15 県林業会館内 099-222-2494 会員に限る

46904 鹿児島県素材生産事業連絡協議会 林業 鹿児島県 鹿児島市 東開町3番2号 099-267-5681 http://k-kensoren.sakura.ne.jp/
素材生産業者に限る
8:30-17:00

47906 一般社団法人　沖縄県森林協会 林業 沖縄県 南風原町 字新川135番地 098-987-1804 http://okishinkyou.jp
特用林産、木材産業等林業関係全般に
亘る
平日9：00～17:30

15902 一般社団法人新潟県錦鯉協議会 水産業 新潟県 小千谷市 大字薭生乙174番地1 　 0258-94-6031 http://www.niigata-koi.com/ 錦鯉養殖業者に限る、

13906 一般社団法人 全国遠洋かつお・まぐろ漁業者協会 水産業 東京都 千代田区 内神田1－1－12　コープビル7階 事務局 03-3294-9634 9:00-17:00

13907 一般社団法人全国さけ・ます増殖振興会 水産業 東京都 中央区
日本橋小伝馬町9番6号
小伝馬町松村ビル6階

03-6825-3655 http://www.honkei.jp/ 9:30-17:00

13908 一般社団法人全国底曳網漁業連合会 水産業 東京都 港区 西新橋1-11-3 虎ノ門アサヒビル6階 業務課 03-3508-0361 http://www.zensokoren.or.jp/ 9:30-17:00

13912 一般社団法人漁業経営安定化推進協会 水産業 東京都 千代田区 内神田1-1-12コープビル５階 03-6895-0100 http://www.gyoankyo.or.jp/

23905 全日本錦鯉振興会　愛知支部 水産業 愛知県 豊田市 北一色町柳沢909-1 事務局 090-8729-1666
全日本錦鯉振興会愛知支部会員に限
る、

25903 全国鮎養殖漁業組合連合会 水産業 滋賀県 大津市 におの浜4-4-23水産会館2階 事務局 077-521-4193 http://www.zen-ayu.jp/ 全国鮎養殖漁業組合連合会に限る

40902 福岡県水産団体指導協議会 水産業 福岡県 福岡市 中央区舞鶴2-4-19　3階 092-724-3354
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43907 熊本県冷水魚養殖漁業組合 水産業 熊本県 熊本市 東区新生2丁目6-12 事務総務会計部 096-365-3230 熊本県冷水魚養殖漁業組合員に限る

44903 大分県真珠組合 水産業 大分県 佐伯市 池船町17-23 0972-22-3454

45908 日南市チョウザメ普及協議会 水産業 宮崎県 日南市
中央通１丁目１−１（日南市役所　水産林政
課内）

事務局 0987-31-1135
日南市チョウザメ普及協議会会員に限
る

46901 一般社団法人鹿児島県養鰻管理協議会 水産業 鹿児島県 鹿児島市
鴨池新町10番1号鹿児島県庁水産振興課
内

090-3323-9973


