
＜支援機関　全体＞ 令和2年11月19日現在

市町村 番地 担当部署名 連絡先

北海道 農業 01001 新函館農業協同組合 北斗市本町 1-1-21 農業振興部　営農課 0138-77-5557 http://www.ja-shinhakodate.jp/

北海道 農業 01002 函館市亀田農業協同組合 函館市昭和 4-42-40 営農部　販売推進係 0138-46-8698 http://www.ja-kameda.or.jp/

北海道 農業 01003 北檜山町農業協同組合
久遠郡せたな町北檜山区北檜
山

20 営農部　営農相談課 0137-84-5311 http://www.ja-kitahiyama.or.jp/

北海道 農業 01004 今金町農業協同組合 瀬棚郡今金町字今金 141 営農部　農業経営課 0137-82-0212 https://ja-imakane.or.jp/

北海道 農業 01005 とうや湖農業協同組合 虻田郡洞爺湖町香川 55-7
営農販売部 農業振
興課

0142-89-2468

北海道 農業 01006 伊達市農業協同組合 伊達市末永町 74
営農生産部　営農指
導課

0142-23-2181 http://www.ja-dateshi.or.jp/

北海道 農業 01007 とまこまい広域農業協同組合 勇払郡厚真町錦町 10-2 営農部　営農課 0145-27-2241 http://www.ja-tomakomaikouiki.com/

北海道 農業 01047 鵡川農業協同組合 勇払郡むかわ町末広 2-124
農業振興部農業振興
課

0145-42-2842 http://www.ja-mukawa.or.jp/index.html

北海道 農業 01089 門別町農業協同組合 沙流郡日高町緑町 11-19 営農部 01456-2-5111 http://www.jamonbetsu.or.jp/

北海道 農業 01008 みついし農業協同組合 日高郡新ひだか町三石本桐 224-6 営農部 0146-34-2011 https://www.jamitsuishi.com

北海道 農業 01009 ようてい農業協同組合 虻田郡倶知安町南１条東 2-5-2
営農経済事業本部地
域振興課

0136-21-2314 https://www.ja-youtei.or.jp/

北海道 農業 01060 きょうわ農業協同組合 岩内郡共和町発 190
営農販売部営農企画
課

0135-74-3011 http://www.ja-kyouwa.jp/

北海道 農業 01067 新おたる農業協同組合 余市郡仁木町北町 3-4 営農経済部　営農課 0135‐32‐2525 http://www.ja-sinotaru.jp/

北海道 農業 01010 余市町農業協同組合 余市郡余市町黒川町 5-1 営農販売部　営農課 0135-23-3121 http://www.ja-yoichi.or.jp

北海道 農業 01011 札幌市農業協同組合 札幌市中央区北10条西 24-1-10 経済部 011-621-1346 https://www.ja-sapporo.or.jp

北海道 農業 01050 道央農業協同組合 北広島市中央 1-2-1
営農生産事業本部
営農企画振興課

011-370-1611 http://www.ja-douou.or.jp

北海道 農業 01012 石狩市農業協同組合 石狩市八幡 2-332-11 営農部　営農課 0133-66-3344 http://www.ja-ishikari.or.jp

北海道 農業 01065 北石狩農業協同組合 石狩郡当別町錦町 53-57
営農販売部営農企画
課

0133-23-2530

北海道 農業 01090 新篠津村農業協同組合 石狩郡新篠津村第47線北 13 営農部　営農企画課 0126-57-2311 http://ja-shinshinotsu.or.jp

北海道 農業 01013 いわみざわ農業協同組合 岩見沢市桜木１条 1 農業振興部門 0126-22-6924 http://www.ja-iwamizawa.or.jp/

北海道 農業 01014 南幌町農業協同組合 空知郡南幌町栄町 1-4-7 営農部　農業振興課 011-378-2274 http://www.ja-nanporo.or.jp

北海道 農業 01082 美唄市農業協同組合 美唄市大通東１条北 1-2-1 営農部　営農推進課 0126-63-2161 http://www.ja-bibai.or.jp/

北海道 農業 01083 峰延農業協同組合 美唄市字峰延 37 農業振興課 0126-67-2333 http://www.ja-minenobu.or.jp/

北海道 農業 01015 月形町農業協同組合 樺戸郡月形町 1069 業務部営農推進課 0126-53-3400 https://jamoon.hamanasu.to/

北海道 農業 01091 ながぬま農業協同組合 夕張郡長沼町銀座北 1-5-19 営農部　営農企画課 0123-88-2223 http://www.ja-naganuma.or.jp/

北海道 農業 01051 夕張市農業協同組合 夕張市沼ノ沢 213-27
管理営農部営農推進
課

0123-57-3115 http://www.yubari-melon.or.jp/

北海道 農業 01056 新すながわ農業協同組合 空知郡奈井江町字奈井江 150 営農部　営農課 0125-65-2211 http://www.jashinsunagawa.or.jp

北海道 農業 01053 たきかわ農業協同組合 滝川市北滝の川 1243-5 営農部　農業経営課 0125-23-2400 https://www.ja-takikawa.com

北海道 農業 01016 ピンネ農業協同組合 樺戸郡新十津川町字花月 238-8ＪＡピンネ営農センター 営農部 0125-74-2122 https://www.japinne.or.jp/

北海道 農業 01017 きたそらち農業協同組合 深川市メム10号線山 3線 農業振興部　振興課 0164-26-0134 http://www.ja-kitasorachi.com/

北海道 農業 01018 南るもい農業協同組合 留萌郡小平町字小平町 255 農業振興部　営農課 0164-56-2211  http://ja-minamirumoi.or.jp/

北海道 農業 01062 苫前町農業協同組合 苫前郡苫前町字古丹別 203-1
農業振興部　営農振
興課

0164-65-4412 http://www.ja-tomamae.jp

北海道 農業 01019 天塩町農業協同組合 天塩郡天塩町新地通 6-2343 営農部営農課 01632-2-1050

北海道 農業 01078 幌延町農業協同組合 天塩郡幌延町2条北 1-14 営農部　営農課 0163-25-1211 http://ja-horonobecho.or.jp/
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北海道 農業 01092 あさひかわ農業協同組合 旭川市豊岡4条 1-1-18 営農企画部　企画課 0166-37-8855 http://www.ja-asahikawa.or.jp/

北海道 農業 01081 東旭川農業協同組合 旭川市東旭川南1条 5-8-22 営農販売課 0166-36-2115 http://www.ja-higashiasahikawa.net/

北海道 農業 01068 東川町農業協同組合 上川郡東川町西町 1-5-1
営農販売部　営農指
導課

0166-82-2124

北海道 農業 01093 当麻農業協同組合 上川郡当麻町4条東 3-4-63
営農部米穀課農業振
興係

0166-84-2123 https://www.ja-tohma.jp/

北海道 農業 01061 比布町農業協同組合 上川郡比布町西町 3-5-14 営農課 0166-85-4011 https://www.ja-pippu.or.jp/

北海道 農業 01064 美瑛町農業協同組合 上川郡美瑛町中町 2-6-32 営農部営農企画課 0166-68-7014 https://ja-biei.or.jp/

北海道 農業 01020 ふらの農業協同組合 富良野市朝日町 3-1 営農部　営農課 0167-23-3534 https://www.ja-furano.or.jp/

北海道 農業 01094 稚内農業協同組合 稚内市潮見 1-5-25 営農部　営農課 0162-32-4443 http://jawakkanai.jp/

北海道 農業 01095 東宗谷農業協同組合 枝幸郡浜頓別町大通 2-19 営農部　営農相談課 01634-2-2229 https://www.ja-esoya.com

北海道 農業 01096 中頓別町農業協同組合 枝幸郡中頓別町字中頓別 23-2 営農部　営農課 0163-46-1231

北海道 農業 01097 帯広大正農業協同組合 帯広市大正本町東1条 2-1
営農振興部　営農振
興課

0155-64-4591 http://www.ja-taisho.com

北海道 農業 01049 中札内村農業協同組合 河西郡中札内村東1条南 2 総務部企画課 0155-67-2211 http://www.ja-nakasatsunai.or.jp

北海道 農業 01021 更別村農業協同組合 河西郡更別村字更別南2線 92
経営相談部　経営相
談課

0155-52-2375 http://ja-sarabetsu.jp/

北海道 農業 01023 大樹町農業協同組合 広尾郡大樹町西本通 33-2 金融部　経営相談課 01558-6-3131 http://www.jataiki.com/

北海道 農業 01022 忠類農業協同組合 中川郡幕別町忠類栄町 259 営農部　経営課 01558-8-2314 http://www.ja-churui.com/

北海道 農業 01098 広尾町農業協同組合 広尾郡広尾町字紋別 19線51-20
営農事業部 営農振
興課

01558-5-2121 http://www.ja-hiroo.or.jp/

北海道 農業 01024 芽室町農業協同組合 河西郡芽室町西４条南 1-1-9 信用部 0155-62-2314 www.ja-memuro.or.jp

北海道 農業 01085 十勝清水町農業協同組合 上川郡清水町南2条 1-8 管理部　経営指導課 0156-62-2163 https://www.ja-shimizu.or.jp/

北海道 農業 01072 新得町農業協同組合 上川郡新得町1条南 3-1 営農部　経営課 0156-64-6499 https://www.ja-shintoku.or.jp

北海道 農業 01099 鹿追町農業協同組合 河東郡鹿追町新町 4-51 営農部 0156-66-2131 http://www.ja-shika.com/

北海道 農業 01058 木野農業協同組合 河東郡音更町木野大通西 6-1
農業振興部企画振興
課

0155-31-2131 http://ja-kino.com/

北海道 農業 01025 音更町農業協同組合 河東郡音更町大通 5-1
企画振興部　企画振
興課

0155-42-8721 https://www.ja-otofuke.jp/

北海道 農業 01100 士幌町農業協同組合 河東郡士幌町字士幌西2線 159
融資課・農産課・畜産
課

01564-5-2311 http://www.ja-shihoro.or.jp

北海道 農業 01087 上士幌町農業協同組合
河東郡上士幌町字上士幌東2
線

238 営農振興部 01564-2-2131 http://www.ja-hokkaido.com/kamishihoro/greet.php

北海道 農業 01026 札内農業協同組合 中川郡幕別町札内中央町 500 農産部農産課 0155-56-2134

北海道 農業 01057 幕別町農業協同組合 中川郡幕別町本町 45 営農部企画課 0155-54-4112

北海道 農業 01101 豊頃町農業協同組合 中川郡豊頃町中央若葉町 12
営農部　営農振興課
営農相談係

015-574-2101 http://www.ja-toyokoro.or.jp/

北海道 農業 01088 浦幌町農業協同組合 十勝郡浦幌町字新町 15-1 総務部　企画振興課 015-576-4011

北海道 農業 01086 十勝池田町農業協同組合 中川郡池田町字利別本町 1 営農部 015-572-3131 http://www.ja-tokachiikedacho.or.jp/

北海道 農業 01027 十勝高島農業協同組合 中川郡池田町字高島 7 経営振興対策室 015-573-2111 http://ja-tokachitakashima.jp/

北海道 農業 01076 本別町農業協同組合 中川郡本別町北 5-2-1 管理部企画課 0156-22-3148 https://www.jahonbetsu.jp

北海道 農業 01028 足寄町農業協同組合 足寄郡足寄町南３条 1-18 総務部企画課 0156-25-5996 https://www.jaasyoro.jp/

北海道 農業 01102 陸別町農業協同組合 足寄郡陸別町字陸別東2条 1 経営課 0156-27-3111 http://www.ja-rikubetsu.jp/

北海道 農業 01055 オホーツクはまなす農業協同組合 紋別市落石町 4-8-9 営農販売部 0158-23-5211 http://www.ja-okhotskhamanasu.or.jp

北海道 農業 01063 佐呂間町農業協同組合 常呂郡佐呂間町字永代町 57 営農部営農相談課 01587-2-1611 https://www.ja-saroma.or.jp/
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北海道 農業 01059 湧別町農業協同組合 紋別郡湧別町 279-1 営農相談課 0158-65-2121 http://www.ja-yubetsu.org/

北海道 農業 01029 常呂町農業協同組合 北見市常呂町字常呂 608 営農部　営農企画課 0152-54-2121 https://www.ja-tokoro.or.jp/

北海道 農業 01073 津別町農業協同組合 網走郡津別町字大通 30-1 営農支援室 0152-76-3322 https://www.jatsubetsu.or.jp/

北海道 農業 01071 美幌町農業協同組合 網走郡美幌町字青山南 30-1 営農部　営農振興課 0152-72-1111 ja-bihoro.or.jp

北海道 農業 01030 女満別町農業協同組合 網走郡大空町女満別西４条 5-1-27 経済部　営農課 0152-74-2131 www.ja-memanbetsu.jp

北海道 農業 01031 オホーツク網走農業協同組合 網走市南４条東 2-10
営農部　農業振興課
農業振興係

0152-45-5538 http://ja-okhotskabashiri.or.jp

北海道 農業 01080 小清水町農業協同組合 斜里郡小清水町南町 1-3-2
営農部　振興課　生
産振興係

0152-62-2116 http://www.okhotsk.or.jp/ja-koshimizu/

北海道 農業 01032 斜里町農業協同組合 斜里郡斜里町本町 36-1 営農部　経営相談課 0152-23-3152 http://www.ja-shari.or.jp/

北海道 農業 01033 浜中町農業協同組合 厚岸郡浜中町茶内栄 5 営農課 0153-65-2141

北海道 農業 01103 標茶町農業協同組合 川上郡標茶町開運 9-6 営農部　農業振興課 015-485-2125 http://www.sip.jp/~ja-shibecya/

北海道 農業 01077 摩周湖農業協同組合 川上郡弟子屈町中央 3-7-12 営農課 0154-82-2104 https://www.jamashuuko.or.jp/

北海道 農業 01034 阿寒農業協同組合 釧路市阿寒町北新町 1-4-1 地域対策室 0154-66-3211 http://www.ja-akan.or.jp/

北海道 農業 01084 標津農業協同組合 標津郡標津町字川北基線西 2 営農部　企画振興課 0153-85-2121 http://www.ja-shibetsu.com/

北海道 農業 01104 中標津農業協同組合 津郡中標津町東七条南 2-1 営農部　経営相談課 0153-72-3275 http://www.ja-nakashibetsu.or.jp/wp/

北海道 農業 01066 計根別農業協同組合 標津郡中標津町計根別本通東 3-17-1 営農部　営農支援課 0153-78-2111 http://www.ja-kenebetsu.com

北海道 農業 01035 中春別農業協同組合 野付郡別海町中春別南町 3 営農部　経営相談課 0153-76-2311 http://www.ja-nks.jp

北海道 農業 01036 北いぶき農業協同組合 雨竜郡沼田町北1条 4-2-2 営農推進事業部 0164-35-2224 http://www.ja-kitaibuki.or.jp/

北海道 農業 01037 たいせつ農業協同組合 旭川市東鷹栖１条 3-635-58 営農部農業振興課 0166-57-2357 http://www.jataisetu.or.jp

北海道 農業 01038 きたみらい農業協同組合 北見市中ノ島 1-1-8
営農振興部　企画振
興グループ

0157-32-8786 https://www.jakitamirai.or.jp/

北海道 農業 01105 清里町農業協同組合 斜里郡清里町羽衣町 2 営農部　経営課 0152－25－2213 https://ja-kiyosato.or.jp/

北海道 農業 01106 帯広市川西農業協同組合 帯広市川西町西2線 61-1
営農振興部　営農振
興課　営農広報係

0155-59-2111 https://www.jaobihirokawanisi.or.jp/

北海道 農業 01069 北はるか農業協同組合 中川郡美深町字大通北 2-12 営農販売部　営農課 01656-2-1601 https://www.ja-kitaharuka.or.jp/

北海道 農業 01107 釧路太田農業協同組合 厚岸郡厚岸町太田5の通り 19-1 営農振興課 0153-52-7151 www.ja-kushirooota.or.jp

北海道 農業 01039 オロロン農業協同組合 苫前郡羽幌町南６条 2-16-4 農業振興部　営農課 0164-62-2145

北海道 農業 01040 東神楽農業協同組合 上川郡東神楽町北1条東 1-2-1 農業振興課 0166-83-2243 http://www.ja-higashikagura.com/

北海道 農業 01041 びらとり農業協同組合 沙流郡平取町本町 40-1 営農生産部営農課 01457-2-2020 http://www.nishipa.or.jp/

北海道 農業 01074 北ひびき農業協同組合 士別市西1条 8-701-1 営農部農業振興課 0165-23-2115 http://www.ja-kitahibiki.or.jp/

北海道 農業 01048 道北なよろ農業協同組合 名寄市本町 62 営農部　営農課 01655-3-2521 www.ja-douhokunayoro.or.jp/

北海道 農業 01042 えんゆう農業協同組合
紋別郡湧別町上湧別屯田市街
地

230 経営相談対策室 01586-2-2162 http://www.ja-enyu.com

北海道 農業 01043 釧路丹頂農業協同組合 阿寒郡鶴居村鶴居東 4-45 営農部　農業振興課 0154-64-2311 https://www.ja-kushirotancho.or.jp/

北海道 農業 01044 上川中央農業協同組合 上川郡愛別町字本町 125 営農部　営農振興課 01658-6-5315 http://www.ja-kamikawa.or.jp

北海道 農業 01052 北宗谷農業協同組合 天塩郡豊富町字豊富停車場通 8 営農部営農課 0162-82-2112 https://www.ja-kitasouya.jp

北海道 農業 01079 宗谷南農業協同組合 枝幸郡枝幸町幸町 8121-3 営農部　営農課 0163-62-1711 http://www.ja-souyaminami.or.jp

北海道 農業 01054 そらち南農業協同組合 夕張郡栗山町継立 247-1 営農部　営農振興課 0123-75-2227 http://www.ja-sorachiminami.or.jp/

北海道 農業 01045 道東あさひ農業協同組合 北海道野付郡別海町別海緑町 116-9 営農部　経営対策課 0153-75-2201 http://www.ja-doutouasahi.or.jp/
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北海道 農業 01070 北オホーツク農業協同組合 紋別郡雄武町字雄武 870-1 支所営農部営農課 0158-84-2311

北海道 農業 01046 しずない農業協同組合 日高郡新ひだか町静内本町 4-1-6 営農部営農課 0146-42-1051 http://ja-shizunai.or.jp

北海道 農業 01075 新冠町農業協同組合 新冠郡新冠町字本町 59-1 営農課 0146-47-3111

北海道 農業 01108 ひだか東農業協同組合 浦河郡浦河町堺町東 2-5-5 管理部 0146-22-1500 http://www.hidaka.or.jp/

北海道 農業 01906 サツラク農業協同組合 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

北海道 農業 01907 松前農業協同組合 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

北海道 農業 01999 北海道農業経営相談所 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

北海道 林業 01300 北海道森林組合連合会 札幌市中央区北二条西 19丁目1-9 指導部　指導課 011-621-4293 北海道内の森林組合に限る

北海道 林業 01301 十勝広域森林組合 中川郡豊頃町農野牛 28番地 豊頃事業所 015-574-2126 www.tk-f.jp
8:30～17:00
組合員及び十勝管内の林業者に限る(変更済）

北海道 林業 01302 苫小牧広域森林組合 勇払郡むかわ町 穂別433番地 管理課 0145-45-2311
森林組合員並びにその他の林業者に限る
平日9：00～17：00

北海道 林業 01303 ようてい森林組合 虻田郡京極町字春日 170番地 総務課 0136-42-2211 http://www.youtei-fa.or.jp
組合員及び当組合地区内林業者に限る
8:00～17:00

北海道 林業 01304 標津町森林組合 標津郡標津町 北2条西1丁目1番3号 管理課 0153-82-2131
当組合と契約実績のある標津町内の林業者に
限る

北海道 林業 01305 北空知森林組合 深川市 １条１９番３６号 総務部 0164-22-7400
北空知森林組合員に限る
8:45～

北海道 林業 01900 北海道山林種苗協同組合 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

北海道 林業 01901 北海道素材生産業協同組合連合会 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

北海道 林業 01902 北海道森林整備事業連合協議会 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

北海道 林業 01903 北海道木材産業協同組合連合会 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

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

北海道 林業 01905 栄林会 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

北海道 水産業 01600 石狩湾漁業協同組合 石狩市 新港東４丁目８００番地２先 0133-62-3331

北海道 水産業 01601 小樽市漁業協同組合 小樽市 色内３丁目５番１８号 0134-22-5133

北海道 水産業 01602 余市郡漁業協同組合 余市郡余市町 港町１４８番地 0135-23-2131

北海道 水産業 01603 東しゃこたん漁業協同組合 古平郡古平町 大字入船町１４番地 0135-42-2511

北海道 水産業 01604 古宇郡漁業協同組合 古宇郡泊村 大字泊村４９番地３６地先漁港埋立地 0135-75-3111

北海道 水産業 01605 岩内郡漁業協同組合 岩内郡岩内町 字大浜９２番地 0135-62-1313

北海道 水産業 01606 寿都町漁業協同組合 寿都郡寿都町 字大磯町２１番地１ 0136-62-2555

北海道 水産業 01607 島牧漁業協同組合 島牧郡島牧村 字港１００番地 0136-76-7311

北海道 水産業 01608 ひやま漁業協同組合 爾志郡乙部町 元町５２０番地 0139-62-3300

北海道 水産業 01609 松前さくら漁業協同組合 松前郡松前町 字赤神３２３番地 0139-44-2211

北海道 水産業 01610 福島吉岡漁業協同組合 松前郡福島町 字吉岡７５０番地 0139-48-5311
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北海道 水産業 01611 上磯郡漁業協同組合 上磯郡知内町 字涌元３４番地１先 01392-5-5204

北海道 水産業 01612 函館市漁業協同組合 函館市 豊川町２７番地６号 0138-23-3195

北海道 水産業 01613 銭亀沢漁業協同組合 函館市 古川町１３番地１ 0138-58-2121

北海道 水産業 01614 戸井漁業協同組合 函館市 釜谷町４１番地 0138-82-2311

北海道 水産業 01615 えさん漁業協同組合 函館市 大澗町５１番地４ 0138-84-2231

北海道 水産業 01616 南かやべ漁業協同組合 函館市 臼尻町１５４番地２ 0138-25-3004

北海道 水産業 01617 鹿部漁業協同組合 茅部郡鹿部町 字宮浜３２３番地 01372-7-2311

北海道 水産業 01618 砂原漁業協同組合 茅部郡森町 字砂原４丁目３１番地１ 01374-8-2550

北海道 水産業 01619 森漁業協同組合 茅部郡森町 字港町４０番地２１ 01374-2-2222

北海道 水産業 01620 落部漁業協同組合 二海郡八雲町 落部５２９番地 0137-67-2211

北海道 水産業 01621 八雲町漁業協同組合 二海郡八雲町 内浦町１５５番地３ 0137-62-3101

北海道 水産業 01622 長万部漁業協同組合 山越郡長万部町 字旭浜１５９番地１０ 01377-2-3126

北海道 水産業 01623 いぶり噴火湾漁業協同組合 虻田郡洞爺湖町 入江３００番地 0142-76-5218

北海道 水産業 01624 室蘭漁業協同組合 室蘭市 舟見町１丁目１３０番地２１ 0143-24-3331

北海道 水産業 01625 いぶり中央漁業協同組合 登別市 登別港町１丁目２８番地 0143-83-5001

北海道 水産業 01626 苫小牧漁業協同組合 苫小牧市 汐見町１丁目１番１３号 0144-35-0111

北海道 水産業 01627 鵡川漁業協同組合 勇払郡むかわ町 汐見７５１番地 0145-42-2055

北海道 水産業 01628 ひだか漁業協同組合 日高郡新ひだか町 静内春立１４１番地 0146-48-2111

北海道 水産業 01629 日高中央漁業協同組合 浦河郡浦河町 浜町４５番地 0146-22-2251

北海道 水産業 01630 えりも漁業協同組合 幌泉郡えりも町 字本町１８２番地２ 01466-2-2211

北海道 水産業 01631 広尾漁業協同組合 広尾郡広尾町 会所前２丁目７９番地 01558-2-3131

北海道 水産業 01632 大樹漁業協同組合 広尾郡大樹町 浜大樹３２２番地 01558-7-7801

北海道 水産業 01633 大津漁業協同組合 中川郡豊頃町 大津港町３５番地 015-575-2311

北海道 水産業 01634 白糠漁業協同組合 白糠郡白糠町 岬１丁目２番地４２ 01547-2-2221

北海道 水産業 01635 釧路市漁業協同組合 釧路市 浜町３番１２号 0154-22-5151

北海道 水産業 01636 釧路市東部漁業協同組合 釧路市 大川町１番１３号 0154-41-5211

北海道 水産業 01637 昆布森漁業協同組合 釧路郡釧路町 昆布森２丁目７２番地 0154-63-2311

北海道 水産業 01638 厚岸漁業協同組合 厚岸郡厚岸町 奔渡３丁目１番地 0153-52-3151

北海道 水産業 01639 散布漁業協同組合 厚岸郡浜中町 火散布１８８番地 0153-67-2111

北海道 水産業 01640 浜中漁業協同組合 厚岸郡浜中町 霧多布東１条１丁目２１番地 0153-62-2121

北海道 水産業 01641 落石漁業協同組合 根室市 落石西３９５番地２先埋立地 0153-27-2121

北海道 水産業 01642 根室漁業協同組合 根室市 海岸町１丁目１７番地 0153-23-6161

北海道 水産業 01643 歯舞漁業協同組合 根室市 歯舞４丁目１２０番地１先埋立地 0153-28-2121

北海道 水産業 01644 根室湾中部漁業協同組合 根室市 温根沼３４４番地３ 0153-25-3131

北海道 水産業 01645 別海漁業協同組合 野付郡別海町 本別海１番地９５ 0153-75-8111
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北海道 水産業 01646 野付漁業協同組合 野付郡別海町 尾岱沼港町１７９番地２ 0153-86-2211

北海道 水産業 01647 標津漁業協同組合 標津郡標津町 北６条東１丁目１番１号 0153-82-2141

北海道 水産業 01648 羅臼漁業協同組合 目梨郡羅臼町 船見町２番地１３ 0153-87-2131

北海道 水産業 01649 ウトロ漁業協同組合 斜里郡斜里町 ウトロ東１１７番地 0152-24-2011

北海道 水産業 01650 斜里第一漁業協同組合 斜里郡斜里町 前浜町６番地１ 0152-23-2141

北海道 水産業 01651 網走漁業協同組合 網走市 港町４番地６３ 0152-43-3121

北海道 水産業 01652 西網走漁業協同組合 網走市 大曲１丁目７-１ 0152-61-3311 http://www.trace-info.jp/jfnabashiri/

北海道 水産業 01653 常呂漁業協同組合 北見市 常呂町字常呂６９１番地 0152-54-2130

北海道 水産業 01654 佐呂間漁業協同組合 常呂郡佐呂間町 字富武士番外地 01587-2-3324

北海道 水産業 01655 湧別漁業協同組合 紋別郡湧別町 曙町９番地１ 01586-5-2011

北海道 水産業 01656 紋別漁業協同組合 紋別市 港町６丁目５番２号 0158-24-2131

北海道 水産業 01657 沙留漁業協同組合 紋別郡興部町 字沙留１４３番地１ 0158-83-2211

北海道 水産業 01658 雄武漁業協同組合 紋別郡雄武町 字雄武９８３番地 0158-84-2531

北海道 水産業 01659 枝幸漁業協同組合 枝幸郡枝幸町 幸町７８８８番地 0163-62-1285

北海道 水産業 01660 頓別漁業協同組合 枝幸郡浜頓別町 字頓別６１８番地 01634-2-2161

北海道 水産業 01661 猿払村漁業協同組合 宗谷郡猿払村 浜鬼志別１５４１番地４ 01635-2-3111

北海道 水産業 01662 宗谷漁業協同組合 稚内市 宗谷村字宗谷７７番地 0162-77-2331

北海道 水産業 01663 稚内漁業協同組合 稚内市 中央４丁目１８番６号 0162-23-3034

北海道 水産業 01664 利尻漁業協同組合 利尻郡利尻富士町 鷲泊字港町１９４番地１地先 0163-82-1105

北海道 水産業 01665 香深漁業協同組合 礼文郡礼文町 大字香深村トンナイ５５８－１ 0163-86-1745

北海道 水産業 01666 船泊漁業協同組合 礼文郡礼文町 船泊村字ヲションナイ１５９番地１０ 0163-87-2101

北海道 水産業 01667 遠別漁業協同組合 天塩郡遠別町 字本町３丁目１０１番地１ 01632-7-2235

北海道 水産業 01668 北るもい漁業協同組合 苫前郡羽幌町 港町１丁目３６番地 0164-62-1291

北海道 水産業 01669 新星マリン漁業協同組合 留萌市 明元町５丁目３番地 0164-43-1111

北海道 水産業 01670 増毛漁業協同組合 増毛郡増毛町 港町４６番地２ 0164-53-1555

北海道 水産業 01671 支笏湖漁業協同組合 千歳市 支笏湖温泉 0123-25-2059 http://shikotsuko-gyokyo.org/

北海道 水産業 01673 洞爺湖漁業協同組合 有珠郡壮瞥町 字仲洞爺123番地 0142-66-2312 http://www.ltfa.info/

北海道 水産業 01674 北海道漁業協同組合連合会 札幌市 中央区北3条西7丁目1 011-241-1052

青森 農業 02003 おいらせ農業協同組合 三沢市大字三沢字堀口 16-7 営農部本店指導課 0176-54-2211 https://www.ja-oirase.or.jp

青森 農業 02002 相馬村農業協同組合 弘前市大字五所字野沢 23-1 農業再編対策課 0172-84-3215 http://www.ja-souma.or.jp/

青森 農業 02001 津軽みらい農業協同組合 平川市本町北柳田 23-8 営農購買部　営農課
0172-44-6081(代表)
0172-40-2280(直通)

http://www.ja-tsugaru-mirai.or.jp/

青森 農業 02004 つがる弘前農業協同組合 弘前市大字五代字早稲田 509-1 指導部　農業振興課 0172-82-1052 http://www.ja-tu-hirosaki.jp/

青森 農業 02005 つがるにしきた農業協同組合 つがる市柏桑野木田幾世 44016 営農部　営農課 0173-23-5084 http://www.ja-aomori.or.jp/t-nishikita/

青森 農業 02006 青森農業協同組合 青森市大字平新田字池上 11－14 営農販売部　営農課 017-726-2211 http://www.jaaomori.or.jp

青森 農業 02007 八戸農業協同組合
三戸郡五戸町大字倉石中市上
ミ平

19-1 0178-61-6339 0178-61-6339 www,ja-hachinohe.or.jp
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青森 農業 02008 ごしょつがる農業協同組合 五所川原市野里字奥野 100 本店　米穀課 0173-27-3304 https://www.ja-goshotsugaru.com

青森 農業 02009 十和田おいらせ農業協同組合 十和田市西十三番町 4-28 指導やさい部指導課 0176-23-0339 http://www.jatowada-o.or.jp

青森 農業 02010 ゆうき青森農業協同組合 上北郡東北町字素柄邸 82-3 本所　営農指導課 0175-72-1413 http://www.ja-yuukiaomori.or.jp/

青森 農業 02903 一般社団法人青森県配合飼料価格安定基金協会 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/association/aomori/ 青森県内の畜産経営者に限る

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

青森 農業 02999 青森県農業経営相談所 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

青森 林業 02300 青森県森林組合連合会 青森市松原 1丁目16-25 管理部 017-723-2657 http://www.aomori-pfau.or.jp
所属員に限る
8:30～17:00

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

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

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

青森 水産業 02600 青森県漁業協同組合連合会 青森市 安方一丁目1番32号　水産ビル3階 017-722-4218 www.amgyoren.or.jp

青森 水産業 02601 十和田湖増殖漁業協同組合 十和田市 大字奥瀬字十和田湖畔休屋486 0176-75-2612

青森 水産業 02603 深浦漁業協同組合 深浦町 大字深宇浦字浜町364-2 0173-74-2411

青森 水産業 02604 新深浦町漁業協同組合 深浦町 大字北金ヶ沢字塩見形 0173-76-2511

青森 水産業 02605 風合瀬漁業協同組合 深浦町 大字風合瀬字上砂子川145-7先 0173-76-3086

青森 水産業 02606 赤石水産漁業協同組合 鯵ヶ沢町 大字赤石町字砂山146 0173-72-3094

青森 水産業 02607 鯵ヶ沢漁業協同組合 鯵ヶ沢町 大字本町200 0173-72-3001

青森 水産業 02608 下前漁業協同組合 中泊町 大字小泊字下前207-1 0173-64-2211

青森 水産業 02609 小泊漁業協同組合 中泊町 大字小泊字大山長根128 0173-64-2641

青森 水産業 02610 十三漁業協同組合 五所川原市 十三羽黒崎133 0173-62-3110

青森 水産業 02611 竜飛今別漁業協同組合 今別町 大字今別字今別113番地3 0174-35-2049

青森 水産業 02612 三厩漁業協同組合 外ヶ浜町 字三厩本町9番地 0174-37-2007

青森 水産業 02613 蓬田村漁業協同組合 蓬田村 大字郷沢字浜田２１７番地 0174-27-2006

青森 水産業 02614 後潟漁業協同組合 青森市 大字六枚橋字磯打22番地 017-754-3532

青森 水産業 02615 平内町漁業協同組合 平内町 大字浅所字浅所91-56 017-755-4111

青森 水産業 02616 野辺地町漁業協同組合 野辺地町 字野辺地568番地 0175-64-2264

青森 水産業 02617 横浜町漁業協同組合 横浜町 字下川原123 0175-78-2006

青森 水産業 02618 むつ市漁業協同組合 むつ市 大湊新町10番6号 0175-24-1261

青森 水産業 02619 川内町漁業協同組合 むつ市 川内町川内無番地 0175-42-3210
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青森 水産業 02620 脇野沢村漁業協同組合 むつ市 脇野沢本村無番地 0175-44-2211 https://shimokita.jfwakinosawa.com/

青森 水産業 02621 佐井村漁業協同組合 佐井村 大字佐井字糠森144-1 0175-38-4111 http://www.jf-sai.jp/

青森 水産業 02622 奥戸漁業協同組合 大間町 大字奥戸字奥戸村１７３番地先 0175-37-2217

青森 水産業 02623 大間漁業協同組合 大間町 大字大間字下手道５９番地３ 0175-37-3117

青森 水産業 02624 蛇浦漁業協同組合 風間浦村 大字蛇浦字蛇浦96番地 0175-35-2311

青森 水産業 02625 易国間漁業協同組合 風間浦村 大字易国間字新町46番地 0175-35-2011

青森 水産業 02626 下風呂漁業協同組合 風間浦村 大字下風呂字下風呂１２７番地 0175-36-2211

青森 水産業 02627 大畑町漁業協同組合 むつ市 大畑町湊村191 0175-34-4111

青森 水産業 02628 石持漁業協同組合 東通村 大字蒲野沢字石持50-1 0175-27-2041

青森 水産業 02629 野牛漁業協同組合 東通村 大字野牛字釜ノ平251番地 0175-27-2151

青森 水産業 02630 岩屋漁業協同組合 東通村 大字岩屋字往来172 0175-47-2009

青森 水産業 02631 尻屋漁業協同組合 東通村 大字尻屋字山根61-2 0175-47-2021

青森 水産業 02632 尻労漁業協同組合 東通村 大字尻労字安部36番地1 0175-47-2131

青森 水産業 02633 白糠漁業協同組合 東通村 大字白糠字向流１０９番地 0175-46-2211

青森 水産業 02634 泊漁業協同組合 六ケ所村 泊字焼山９９２番地先 0175-77-3121

青森 水産業 02635 百石町漁業協同組合 おいらせ町 一川目一丁目73-930 0178-52-2385

青森 水産業 02636 三沢市漁業協同組合 三沢市 三川目四丁目145番地552 0176-54-2202 http://www.jf-.misawa.net

青森 水産業 02637 八戸みなと漁業協同組合 八戸市 大字白銀町字三島下101 0178-33-3311 https://www.jf-hachinohe-m.or.jp

青森 水産業 02638 階上漁業協同組合 階上町 大字道仏字榊山5番地61 0178-89-2111

青森 水産業 02639 小川原湖漁業協同組合 東北町 旭北4丁目31-662 0176-56-2104 www.jf-ogawarako.com

青森 水産業 02640 青森市漁業協同組合 青森市 大字油川字岡田262-12 017-752-6650

青森 水産業 02641 八戸鮫浦漁業協同組合 八戸市 大字鮫町字鮫90番地17 0178-33-0556

青森 水産業 02642 六ケ所村海水漁業協同組合 六ケ所村 大字尾駮字野附122５ 0175-72-2314

青森 水産業 02643 八戸市南浜漁業協同組合 八戸市 大字鮫町字葛ノ芽1番地4 0178-38-2216

青森 水産業 02644 外ヶ浜漁業協同組合 外ヶ浜町 平舘今津尻高15-3 0174-25-2322

青森 水産業 02645 猿ヶ森漁業協同組合 東通村 大字猿ヶ森字村中34番地 0175-48-2829

岩手 農業 03001 新岩手農業協同組合 滝沢市鵜飼向新田 7-76
営農経済部営農企画
課

019-699-3348 https://www.jaiwate.or.jp/shin-iwate/

岩手 農業 03002 岩手中央農業協同組合 紫波郡紫波町桜町字上野沢 38-1
営農販売部　担い手
対策課

019-676-3428 https://ja-iwatechuoh.or.jp/

岩手 農業 03003 花巻農業協同組合 花巻市野田 335-2 営農部　営農企画課 0198-23-0985 https://www.jahanamaki.or.jp/

岩手 農業 03007 岩手ふるさと農業協同組合 奥州市胆沢小山字菅谷地 131-1
営農販売グループ営
農企画課

0197-41-5208 http://www.jafurusato.or.jp

岩手 農業 03004 岩手江刺農業協同組合 奥州市江刺岩谷堂字反町 362-1
営農推進部営農振興
課

0197-31-1321 https://www.jaesashi.or.jp/

岩手 農業 03006 大船渡市農業協同組合 陸前高田市米崎町字川崎 238-1 営農部　営農企画課 0192-22-7520 https://www.jaiwate.or.jp/ofunato/

岩手 農業 03005 いわて平泉農業協同組合 一関市川崎町薄衣字久伝 18-1 営農部　営農振興課 0191-34-4001 https://ja-iwatehiraizumi.or.jp/

岩手 農業 03200 岩手中央酪農業協同組合 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

岩手 農業 03901 岩手県農業法人協会 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）
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岩手 農業 03999 岩手県農業経営相談所 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

岩手 林業 03300 岩手県森林組合連合会 盛岡市中央通 3-15-17 企画管理部 019-654-4411 http://iwatemoriren.org/
森林組合及び森林組合員並びにその他の林業
者に限る

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

岩手 林業 03902 ノースジャパン素材流通協同組合 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

岩手 林業 03903 岩手県森林整備協同組合 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

岩手 水産業 03600 岩手県漁業協同組合連合会 盛岡市 内丸16-1 019-626-8079 http://www.jf-net.ne.jp/itgyoren/

岩手 水産業 03601 大船渡市漁業協同組合 大船渡市 赤崎町字蛸ノ浦68 0192-27-3133 http://www.jfofunato.or.jp/

岩手 水産業 03602 三陸やまだ漁業協同組合 下閉伊郡山田町 中央町11-14 0193-82-1122 http://www.jf-sanrikuyamada.jp/

岩手 水産業 03603 宮古漁業協同組合 宮古市 光岸地4-40 0193-62-1234 http://www.jfmiyako.or.jp/gaiyou.html

岩手 水産業 03604 田老町漁業協同組合 宮古市 田老3-2-1 0193-87-2171 http://www.masaki-wakame.com/

岩手 水産業 03605 久慈市漁業協同組合 久慈市 長内町42-6 0194-52-3111 http://www.itkujigyokyo.jf-net.ne.jp/

岩手 水産業 03606 重茂漁業協同組合 宮古市 重茂1-37-1 0193-68-2211 http://www.jfomoe.or.jp/

岩手 水産業 03607 岩手県内水面漁業協同組合連合会 盛岡市 内丸16-1　水産会館 019-623-8712 https://www.iwate-naisuimen.jp/

岩手 水産業 03608 越喜来漁業協同組合 大船渡市 三陸町越喜来字杉下126-1 0192-44-2135

岩手 水産業 03609 吉浜漁業協同組合 大船渡市 三陸町吉浜字向野32-7 0192-45-2151 http://www.jfyoshihama.or.jp/

岩手 水産業 03610 普代村漁業協同組合 下閉伊郡 普代村9字銅屋31-4 0194-35-3111

岩手 水産業 03611 小子内浜漁業協同組合 九戸郡 洋野町種市大字小子内3-2 0194-67-3411

岩手 水産業 03612 種市南漁業協同組合 九戸郡 洋野町種市7-34-1 0194-75-3611

岩手 水産業 03613 広田湾漁業協同組合 陸前高田市 広田町字泊102-4 0192-56-3111 https://www.jfhirota.or.jp/

岩手 水産業 03614 綾里漁業協同組合 大船渡市 三陸町綾里字中曽根66 0192-42-2151 http://www.jf-ryouri.or.jp/

岩手 水産業 03615 唐丹町漁業協同組合 釜石市 唐丹町小白浜533 0193-55-2115 https://jf-tonicho.or.jp/

岩手 水産業 03616 釜石湾漁業協同組合 釜石市 大字平田3-46 0193-26-5221 http://kamaishiwan.fromc.jp/

岩手 水産業 03617 釜石東部漁業協同組合 釜石市 箱崎町5-35-16 0193-28-2507 http://jfit.biz/toubu/

岩手 水産業 03618 新おおつち漁業協同組合 上閉伊郡 大槌町吉里吉里2-1-13 0193-44-2321 http://jfshinootuchi.jp/

岩手 水産業 03619 船越湾漁業協同組合 下閉伊郡 山田町船越13-104 0193-84-2121

岩手 水産業 03620 小本浜漁業協同組合 下閉伊郡 岩泉町小本字家の向221-1 0194-28-2125

岩手 水産業 03621 田野畑村漁業協同組合 下閉伊郡 田野畑村羅賀192-114 0194-33-2311

岩手 水産業 03622 戸類家漁業協同組合 九戸郡 洋野町種市10字西戸類家4 0194-65-2636

岩手 水産業 03623 種市漁業協同組合 九戸郡 洋野町種市22-131-1 0194-65-4551

岩手 水産業 03624 野田村漁業協同組合 九戸郡 野田村大字野田27-73 0194-78-2171 http://www.jf-noda.or.jp/gaiyo/index.html

宮城 農業 04007 名取岩沼農業協同組合 名取市増田 1-12-36 営農部営農企画課 022-384-2392 http://www.ja-natoriiwanuma.or.jp/

宮城 農業 04009 岩沼市農業協同組合 岩沼市中央 2-5-30 経済部 0223-22-1258 https://www.ja-iwanuma.or.jp/
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宮城 農業 04004 みやぎ亘理農業協同組合 亘理郡亘理町逢隈田沢字遠原 36 営農対策課 0223-34-0388 http://www.jawatari.or.jp

宮城 農業 04010 新みやぎ農業協同組合 栗原市築館照越大ケ原 43-1 営農部　営農企画課 0228-25-9014 https://www.ja-shinmiyagi.or.jp/

宮城 農業 04006 みやぎ登米農業協同組合 登米市迫町佐沼字中江 3-9-1 担い手支援センター 0220-23-1617 https://www.miyagitome.or.jp/

宮城 農業 04008 古川農業協同組合 大崎市古川新田字泉屋敷 32 営農部　営農企画課 0229-26-2345 http://www.jafurukawa.or.jp/

宮城 農業 04005 加美よつば農業協同組合 加美郡加美町字矢越 220
営農販売部営農企画
課

0299-63-3782 https://www.ja-kami.or.jp/

宮城 農業 04001 いしのまき農業協同組合 石巻市中里 5-1-12 営農部　営農企画課 0225-22-1183 https://www.ja-ishinomaki.or.jp

宮城 農業 04002 みやぎ仙南農業協同組合 柴田郡柴田町西船迫 1-10-3
生産販売部・営農経
済部　販売推進課

0224-55-1870 http://www.ja-miyagisennan.jp

宮城 農業 04003 仙台農業協同組合 仙台市宮城野区新田東 2-15-2 営農部 営農支援課 022-236-2413 https://www.jasendai.or.jp/

宮城 農業 04200 みやぎの酪農農業協同組合 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

宮城 農業 04999 宮城県農業経営相談所 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

宮城 林業 04300 宮城県森林組合連合会 仙台市青葉区上杉 2-4-46 総務部 022-225-5991 http://www.miyamori.or.jp
宮城県内の森林組合、森林組合員に限る
9:00～12:00　13:00～16:30

宮城 林業 04900 宮城県農林種苗農業協同組合 仙台市 青葉区上杉2丁目 4-46  県森林組合会館内 022-222-3661

宮城 林業 04901 公益財団法人みやぎ林業活性化基金 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

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

宮城 水産業 04600 宮城県漁業協同組合 石巻市 開成1-27 0225-21-5744

宮城 水産業 04601 渡波漁船漁業協同組合 石巻市魚町 2丁目12番地3 0225-94-9338 ―

宮城 水産業 04602 牡鹿漁業協同組合 石巻市鮎川浜丁 55番地 0225-45-2411 http://oshikagyokyo.or.jp/

宮城 水産業 04603 塩釜市漁業協同組合 塩釜市新浜町 3丁目30番17号 022-363-0137 ―

宮城 水産業 04604 宮城県内水面漁業協同組合連合会 石巻市 魚町2－12－3 0225-94-9338

秋田 農業 05006 かづの農業協同組合 鹿角市花輪字不動平 1-6
営農経済部　営農販
売課

0186-23-2497 http://www.ja-kazuno.or.jp/

秋田 農業 05007 あきた北農業協同組合 大館市赤石字伊勢堂岱 233-1 営農経営支援部 0186-44-8056

秋田 農業 05001 秋田たかのす農業協同組合 北秋田市脇神字脇神囲ノ内 17-1 営農部　担い手課 0186‐63‐1140

秋田 農業 05009 秋田やまもと農業協同組合
山本郡三種町鵜川字西鵜川
山本郡八峰町峰浜塙字豊後長
根

17-5
74-2

総合営農生活セン
ター
北部営農センター

 0185-85-21210185-76-3152 http://ja-a-yamamoto.jp/

秋田 農業 05010 あきた湖東農業協同組合
南秋田郡井川町北川尻字海老
沢土社

28 農業振興課 018-855-6221 https://www.ja-akita-kotoh.or.jp/

秋田 農業 05004 秋田なまはげ農業協同組合 秋田市千秋矢留町 2-40
営農経済部　営農企
画課

0188-32-6652 http://ja-akita-namahage.or.jp/

秋田 農業 05003 大潟村農業協同組合 南秋田郡大潟村字南 1-2 営農支援課 0185-45-3033 https://www.ja-ogata.or.jp/

秋田 農業 05011 秋田しんせい農業協同組合 由利本荘市荒町字塒台 1-1
営農生活部　営農振
興課

0184-27-1601 https://www.akita-shinsei.or.jp/

秋田 農業 05012 秋田おばこ農業協同組合 大仙市佐野町 5-5
営農経済部　営農企
画課

0187-86-0883 http://ja-obako.or.jp

秋田 農業 05002 秋田ふるさと農業協同組合 横手市駅前町 6-22 担い手支援室 0182-35-2636 https://www.akita-furusato.or.jp/

秋田 農業 05005 こまち農業協同組合 湯沢市北荒町 5-8 営農部　営農企画課 0183-78-2234 http://ja-komachi.jp/

秋田 農業 05013 うご農業協同組合 雄勝郡羽後町足田字泉田 45-1 営農販売課 0183-62-5827 http://www.ja-ugo.jp/

秋田 農業 05008 あきた白神農業協同組合 能代市荷八田 49-75 営農企画課 0185-55-0777 https://akita-shirakami.jp/
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秋田 農業 05999 秋田県農業経営相談所 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/

秋田 林業 05300 秋田県森林組合連合会 秋田市川元山下町 8-28 総務課 018-866-7421 http://www.akita-moriren.or.jp/ 森林組合及び森林組合員に限る

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

秋田 林業 05901 公益財団法人秋田県林業労働対策基金 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

秋田 水産業 05600 秋田県漁業協同組合 秋田市 土崎港西一丁目5番11号 018-845-1311

秋田 水産業 05601 能代市浅内漁業協同組合 能代市 浅内字浅内83 0185-54-8911

秋田 水産業 05602 三種町八竜漁業協同組合 山本郡三種町 浜田字福沢63 0185-85-3124

秋田 水産業 05603 八峰町峰浜漁業協同組合 山本郡八峰町 峰浜沼田字明神長根45 0185-76-3099

秋田 水産業 05604 秋田県内水面漁業協同組合連合会 大館市 岩瀬字赤沼62-1 0186-54-6526 https://akita-naisuimen.com/

秋田 水産業 05605 八郎湖増殖漁業協同組合 南秋田郡八郎潟町 字川口地先官有地 018-875-2508

秋田 水産業 05606 岩見川漁業協同組合 秋田市 河辺和田字上中野184-2 018-882-3734

山形 農業 06013 山形市農業協同組合 山形市南石関 77 経済部農業振興課 023-645-4849 https://www.jayamagatashi.or.jp/

山形 農業 06001 山形農業協同組合 山形市旅篭町 1-12-35
営農経済部　営農米
穀課

023-624-8562 http://ja-yamagata.net/

山形 農業 06008 天童市農業協同組合 天童市老野森 2-1-1 営農販売部　指導課 023-653-5114 http//www.jatendo.or.jp

山形 農業 06002 さがえ西村山農業協同組合 寒河江市中央工業団地 75
営農企画部　営農企
画課

0237-86-8184 http://www.ic-net.or.jp/home/jasagae/

山形 農業 06010 みちのく村山農業協同組合 村山市楯岡北町 1-1-1 営農販売部 0237-55-6317 http://www.mitinoku.or.jp/

山形 農業 06003 新庄市農業協同組合 新庄市沖の町 5-55 営農販売部 0233-22-3969

山形 農業 06015 もがみ中央農業協同組合 新庄市大字福田字福田山 711-73 営農販売部 0233-32-1514 http://mogami-chuo.com

山形 農業 06011 金山農業協同組合 最上郡金山町大字金山 456-30
営農部　担い手対策
課

0233-52-2892

山形 農業 06004 山形おきたま農業協同組合 東置賜郡川西町大字上小松 978-1
営農経済部　営農企
画課

0238-46-5300 http://www.okitama-yt-ja.or.jp

山形 農業 06012 鶴岡市農業協同組合 鶴岡市覚岸寺字水上 199
営農販売部生産振興
課

0235-26-1117  //ja-tsuruoka.or.jp

山形 農業 06009 庄内たがわ農業協同組合 鶴岡市上藤島字備中下 3-1
営農販売部　営農企
画課

0235-64-3725 http://ja-shonai.or.jp/

山形 農業 06007 余目町農業協同組合
東田川郡庄内町余目字三人谷
地

172
営農販売部 農政企
画係

0234-45-1505 http://ｗｗｗ.ｊａ-amarume.or.jp/

山形 農業 06014 庄内みどり農業協同組合 酒田市曙町 1-1 営農販売部 0234-26-5500 http://midorinet.or.jp/

山形 農業 06005 酒田市袖浦農業協同組合 酒田市坂野辺新田字葉萱 112 営農販売部 0234-92-4750 http://ja-sodeura.or.jp/
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山形 農業 06006 東根市農業協同組合 東根市新田町 2-1-10
営農販売園芸部　営
農指導課

0237-43-1115 http//www.jahigashine.or.jp

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

山形 農業 06901 山形県養鶏協会 山形市 七日町3-1-16（（公社）山形県畜産協会内） 023-634-8108

山形 農業 06902 山形県農業法人協会 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）

山形 農業 06999 山形県農業経営相談所 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/

山形 林業 06300 山形県森林組合連合会 山形市成沢西 4-9-32 事業部 023-688-8100 http://www.y-moriren.jp

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

山形 水産業 06600 山形県漁業協同組合 酒田市 船場町２丁目２番１号 0234-24-5612 https://www.kengyokyo.or.jp/

山形 水産業 06601 山形県内水面漁業協同組合連合会 山形市 松波2-8-1　県庁水産振興課内 023-641-2407 http://www.yfn-net.jp/yamagataken-naisuiren/

福島 農業 07001 夢みなみ農業協同組合 白河市弥次郎窪 29-1 営農部　園芸課 0248-22-5156 http://www.jp-yumeminami.or.jp/

福島 農業 07002 東西しらかわ農業協同組合 白川郡棚倉町大字流字中豊 88 営農部　営農販売課 0247-57-5927 http://www.touzai7.com

福島 農業 07003 会津よつば農業協同組合
河沼郡会津坂下町字東南町裏
甲

3985-1 営農部　営農企画課 0242-83-2449 https://aizuyotuba.jp/

福島 農業 07004 福島さくら農業協同組合 郡山市朝日 2-14-7 営農部　農業振興課 024-921-0517 http://www.ja-fsakura.or.jp

福島 農業 07005 ふくしま未来農業協同組合 福島市北矢野目字原田東 1-1 営農部　農業振興課 024-573-1303 https://www.ja-f-mirai.or.jp/

福島 農業 07200 福島県酪農業協同組合 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

福島 農業 07999 福島県農業経営相談所 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

福島 林業 07300 福島県森林組合連合会 福島市中町 5番18号 指導課 024-523-0255 http://www.fukumoriren.org/

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

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

福島 林業 07902 福島県養鶏協会 福島市 中町１－１９　中町ビル4階 024-521-1764 fukushimaken-youkei-kyokai.ｏｒｇ
9：00～16：30
会員に限る

福島 水産業 07600 福島県漁業協同組合連合会 いわき市 中央台飯野四丁目３番地の１ 0246-28-9335 http://www.fsgyoren.jf-net.ne.jp/

茨城 農業 08014 水戸農業協同組合 水戸市赤塚 2-27 営農販売部　営農課 0292-54-5111 https://www.mt-ib-ja.or.jp/

茨城 農業 08012 日立市多賀農業協同組合 日立市多賀町 1-12-10 営農経済部 0294-33-0048 http://www.ib-ja.or.jp/ja/taga/

茨城 農業 08006 茨城旭村農業協同組合 鉾田市造谷 1377-1
営農情報支援セン
ター内　営農企画課

0219-37-1661 http://www.ja-ibarakiasahi.or.jp/

茨城 農業 08015 ほこた農業協同組合 鉾田市徳宿 2325-2 営農企画推進課 0291-36-2515 http://ja-hokota.or.jp

茨城 農業 08001 なめがたしおさい農業協同組合 行方市麻生 3346-25
営農経済部　営農企
画課

0299-72-1878 https://ja-ns.or.jp

茨城 農業 08016 稲敷農業協同組合 稲敷市江戸崎甲 3016-3
営農経済部　販売企
画課

029-892-6647 http://www.ib-ja.or.jp/ja/inashiki/

茨城 農業 08002 水郷つくば農業協同組合 土浦市田中 1-1-4 営農部　営農企画課 029-823-7001 https://ja-sgt.or.jp/

茨城 農業 08017 茨城みなみ農業協同組合 つくばみらい市中平柳 336-1
営農経済部　営農渉
外課

0297-58-5118 http://www.ja-ibami.or.jp

茨城 農業 08011 つくば市谷田部農業協同組合 つくば市上横場 248-2
営農経済部　営農部
門

029-836-0322 ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.ja-yatabe.or.jp/

茨城 農業 08013 やさと農業協同組合 石岡市柿岡 3594-1
営農流通部　営農企
画課

0299-44-1661 www.ja-yasato.com
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茨城 農業 08003 新ひたち野農業協同組合 石岡市南台 3-21-14
営農経済部　営農販
売課

0299-56-5802 http://www.shin-hitachino.com

茨城 農業 08010 常総ひかり農業協同組合 結城郡八千代町若 1477 営農部・営農企画課 0296-48-0713 https://www.jahikari.or.jp/

茨城 農業 08004 茨城むつみ農業協同組合 古河市上砂井 122-5 営農部　園芸課 0280-23-2182 http://www.jamutsumi.com

茨城 農業 08008 岩井農業協同組合 坂東市鵠戸 428-15 営農部営農課 0297-35-8338 http://www.ja-iwai.jp/

茨城 農業 08005 つくば市農業協同組合 つくば市東岡 335 営農部　営農企画課 029-857-3114 http://www.ja-tukuba.jp

茨城 農業 08007 常陸農業協同組合 常陸太田市山下町 3889 営農部　営農企画課 0294ｰ87-6818 http://www.ja-hitachi.jp/

茨城 農業 08009 北つくば農業協同組合 筑西市西榎生 1212-1営農経済センター内
営農経済部　営農企
画課

0296-25-6602 http://www.ja-kitatsukuba.or.jp/

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

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

茨城 農業 08901 茨城県養鶏協会 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

茨城 農業 08999 茨城県農業参入等支援センター 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）

茨城 林業 08300 茨城県森林組合連合会 常陸大宮市宮の郷 2153-23 総務企画部 0294-70-3620 http://www.iba-mori.or.jp/
森林組合、その組合員及び関係のある事業体
に限る

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

茨城 水産業 08600 茨城沿海地区漁業協同組合連合会 水戸市 三の丸１－１－３３ 029-224-5151 http://www.ieg.jf-net.ne.jp/

茨城 水産業 08601 平潟漁業協同組合 北茨城市 平潟町６０５番地先 0293-46-1131

茨城 水産業 08602 大津漁業協同組合 北茨城市 大津町２７９９ 0293-46-1117

茨城 水産業 08603 川尻漁業協同組合 日立市 川尻町１－１０－１０ 0294-43-5344

茨城 水産業 08604 久慈町漁業協同組合 日立市 久慈町１－１－２ 0294-52-3360 http://jfkujimachi.wixsite.com/jfkjmc

茨城 水産業 08605 久慈浜丸小漁業協同組合 日立市 久慈町１－１－２ 0294-52-2066

茨城 水産業 08606 磯崎漁業協同組合 ひたちなか市 磯崎町４６４３番地 029-265-8111

茨城 水産業 08607 那珂湊漁業協同組合 ひたちなか市 和田町３－１１－１１ 029-263-6311 http://www.jf-nakaminato.com/

茨城 水産業 08608 大洗町漁業協同組合 東茨城郡大洗町 磯浜町字東８２５３番地の１０ 029-266-2165 https://www.jf-oarai.com/

茨城 水産業 08609 鹿島灘漁業協同組合 鹿嶋市 大字平井字灘２２８９番地 0299-82-2089

茨城 水産業 08610 はさき漁業協同組合 神栖市 波崎新港９番地 0479-44-1122 http://www.portland.ne.jp/~hasaki/

茨城 水産業 08611 霞ヶ浦漁業協同組合 行方市 玉造甲1560-6 0299-55-0057 http://www.jf-kasumigaura.jp/

茨城 水産業 08612 麻生漁業協同組合 行方市 麻生163-1 0299-72-0416

栃木 農業 09008 宇都宮農業協同組合 宇都宮市戸祭元町 3-10 営農部　営農企画課 028-625-3388 http://www.jau.or.jp

栃木 農業 09001 上都賀農業協同組合 鹿沼市鳥居跡町 983-1
営農経済部　営農振
興課

0289-65-1006 https://jakamituga.jp

栃木 農業 09002 はが野農業協同組合 真岡市八条 95 営農部　営農企画 0285-83-7623  https://www.ja-hagano.or.jp/

栃木 農業 09003 小山農業協同組合 小山市大字小袋 170-2 営農部　営農企画課 0285-33-4321 http://www.ja-oyama.or.jp

栃木 農業 09009 佐野農業協同組合 佐野市馬門町 1358
営農経済部　営農・
支援課

0283-24-3420 http://www.jasano.jp

栃木 農業 09010 足利市農業協同組合 足利市上渋垂町 745-2
営農経済部　営農振
興課

0284-22-4433 https://www.jaashikaga.or.jp/

栃木 農業 09004 塩野谷農業協同組合 さくら市櫻野 1670-2
本店　営農部　営農
企画課

028-681-7554 https://www.ja-shionoya.or.jp/
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栃木 農業 09005 那須南農業協同組合 那須郡那珂川町白久 10 営農部　営農指導課 0287-96-6170 http://www.ja-nasuminami.or.jp/

栃木 農業 09006 那須野農業協同組合 那須塩原市黒磯 6-1 営農部　営農課 0287-62-5550 http://www.janasuno.or.jp

栃木 農業 09007 下野農業協同組合 栃木市片柳町 2-1-44
営農経済部　営農企
画課

0282-20-8828 http://www.ja-shimotsuke.jp/

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

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

栃木 農業 09202 酪農とちぎ農業協同組合 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.com/

栃木 農業 09901 栃木県開拓農業協同組合 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

栃木 農業 09902 栃木県養鶏協会 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

栃木 農業 09999 栃木県農業経営相談所 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）

栃木 林業 09300 栃木県森林組合連合会 宇都宮市西一の沢町 8-22 総務指導課 028-637-1450 http://www.tochimori.or.jp/ 森林組合及び森林組合員に限る

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

栃木 林業 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）

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

栃木 水産業 09600 栃木県漁業協同組合連合会 下野市 谷地賀1946番 0285-37-9277 https://www.fishing-navi.com/blank-2

群馬 農業 10014 赤城橘農業協同組合 渋川市北橘町真壁 1386-1
営農経済部　経済福
祉課

0279-52-2104 http://www.jaat.net

群馬 農業 10010 佐波伊勢崎農業協同組合 伊勢崎市連取町 3096-1
営農事業部　営農支
援課

0270-27-3030 http://www.ja-sawa.or.jp/

群馬 農業 10005 はぐくみ農業協同組合 高崎市菊地町 556-1 営農部　営農販売課 027-344-1424 http://www.ja-hagukumi.or.jp/

群馬 農業 10006 甘楽富岡農業協同組合 富岡市中高瀬 660 営農部 0274-64-2551 http://www.jakantomi.or.jp/

群馬 農業 10013 碓氷安中農業協同組合 安中市原市 634 営農課　営農企画係 0273-82-1136 http://www.jausuan.or.jp/

群馬 農業 10003 北群渋川農業協同組合 吉岡町大久保 2296-2
営農経済部　営農相
談課

0279-20-5831

群馬 農業 10001 あがつま農業協同組合 吾妻郡東吾妻町大字原町 607
企画管理部企画管理
課

0279-68-2911 http://www.aganet.or.jp/

群馬 農業 10002 嬬恋村農業協同組合 吾妻郡嬬恋村大字大前 767-2 農産部　営農畜産課 0279-80-6204 http://www.jagunma.net/tsumagoi

群馬 農業 10015 利根沼田農業協同組合 利根郡昭和村森下 2809-1 営農部　営農企画課 0278-50-6111 http://www.jatone.or.jp/

群馬 農業 10011 太田市農業協同組合 太田市新野町 320-1 営農部 0276-32-8207 http://ja-ota.jp/

群馬 農業 10012 前橋市農業協同組合 前橋市江木町 770-1 営農部　営農企画課 0272-61-3832 http://www.jagunma.net/maebashi/

群馬 農業 10008 高崎市農業協同組合 高崎市新保町 1482 企画管理部　総務課 0273-52-5288 http://www.jagunma.net/takasaki/

群馬 農業 10004 多野藤岡農業協同組合 藤岡市三本木 410-1
営農経済部　営農相
談課

0274-23-4457 https://ja-tanofuji.or.jp/

群馬 農業 10007 邑楽館林農業協同組合 館林市赤生田町 847 農畜産部営農対策課 0276-74-5178 http://www.ja-ouratatebayashi.or.jp/

群馬 農業 10009 新田みどり農業協同組合 太田市新田金井町 16
営農販売事業本部
畜産農産部

0276-57-3215 http://www.jagunma.net/nittamidori/

群馬 農業 10201 赤城酪農業協同組合連合会 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

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

群馬 農業 10902 群馬県養鶏協会 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

群馬 農業 10903 上野村農業協同組合 多野郡上野村勝山 110 総務課 0274-59-2236 http://www.ja-uenomura.com/
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群馬 農業 10904 群馬県素材生産流通協同組合 藤岡市 浄法寺530 0274-50-3311 http://sosei.server-shared.com/ 8:30～16:30

群馬 農業 10999 群馬県農業経営相談所 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）

群馬 林業 10300 群馬県森林組合連合会 前橋市上大島町 182-20 指導部　指導課 027-261-0615 https://gunmori.or.jp
群馬県内で林業を営む個人または法人に限

る

群馬 水産業 10600 群馬県漁業協同組合連合会 前橋市 敷島町13　水産会館 027-233-6011 http://www.gunfish.jp/

群馬 農業・林業・水産業 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)

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

埼玉 農業 11013 さいたま農業協同組合 さいたま市浦和区領家 4-24-16 営農経済部　営農課 048-831-4306 http://www.ja-saitama.or.jp/

埼玉 農業 11004 いるま野農業協同組合 川越市今成 2-29-4
営農経済部　営農企
画課

049-227-6153 https://www.ja-irumano.or.jp

埼玉 農業 11008 埼玉中央農業協同組合 東松山市加美町 1-20 営農部　営農対策課 0493-25-2551 https://www.ja-sc.or.jp

埼玉 農業 11006 ちちぶ農業協同組合 秩父市太田 2627-1
営農経済部　営農振
興課

0494-63-2020 https://www.ja-chichibu.jp

埼玉 農業 11001 埼玉ひびきの農業協同組合 本庄市早稲田の杜 1-14-1 営農支援室 0495-71-5723 http://ja-hibikino.jp

埼玉 農業 11002 くまがや農業協同組合 熊谷市弥藤吾 25-1 営農部　園芸畜産課 048-577-7611 http://www.ja-kumagaya.or,jp/

埼玉 農業 11005 ふかや農業協同組合 深谷市人見 1935-1
営農経済部営農販売
課

048-574-1159 http://www.ja-fukaya.jp/

埼玉 農業 11014 埼玉岡部農業協同組合 深谷市普済寺 1210-1 経済課 048-585-2221 http://www.ja-saitamaokabe.jp/

埼玉 農業 11011 花園農業協同組合 深谷市小前田 1169
経済部　生産指導
課・経済課

048-584-2166 https://www.jahanazono.jp/

埼玉 農業 11007 ほくさい農業協同組合 羽生市東 7-15-3 営農部　営農販売課 048-563-3000 https://jahokusai.jp/

埼玉 農業 11015 越谷市農業協同組合 越谷市増林 2-82 経済部　指導企画課 048-963-0378 http://www.ja-koshigayashi.or.jp

埼玉 農業 11009 南彩農業協同組合 久喜市菖蒲町新堀 473
JA南彩　営農部営農
支援課

0480-87-1135 https://www.ja-nansai.or.jp/

埼玉 農業 11010 埼玉みずほ農業協同組合 幸手市東 3-10-43 経済部 0480-44-2121 http://www.ja-saitamamizuho.or.jp/

埼玉 農業 11012 さいかつ農業協同組合 吉川市中井 2-47-1 経済部　営農支援課 048-982-2447 https://www.ja-saikatsu.or.jp/

埼玉 農業 11003 あさか野農業協同組合 朝霞市大字溝沼 466 営農支援課 048-451-1122 https://www.ja-asakano.or.jp/

埼玉 農業 11900 公益財団法人さいたま市産業創造財団 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

埼玉 農業 11902 一般社団法人埼玉県畜産会 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.html
・受付時間：8:30～17:15
・埼玉県内の畜産業に限る

埼玉 農業 11903 埼玉県養鶏協会 熊谷市 須賀広784 048-536-5281

埼玉 農業 11999 埼玉県農業経営相談所 行田市 大字真名板1975番地1 048-558-3555 http://sainourin.or.jp/

埼玉 林業 11300 埼玉県森林組合連合会 秩父市東町 29-20埼玉県秩父地方庁舎3階 0494-26-6105 http://www.saimoriren.7box.jp/ 会員及び会員に係わる林業事業体に限る。

埼玉 林業 11901 埼玉県山林種苗協同組合 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

埼玉 水産業 11600 埼玉県養殖漁業協同組合 加須市 北小浜1060 0480-61-1151

埼玉 水産業 11601 埼玉県漁業協同組合連合会 加須市 北小浜1060-1　埼玉県水産研究所内 0480-53-4211 https://www.fishing-navi.com/blank-3

千葉 農業 12010 安房農業協同組合 館山市安東 72
営農販売部　担い手
指導課

0470-24-9114 http://www.ja-awa.or.jp/
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千葉 農業 12006 木更津市農業協同組合 木更津市井尻 503 営農部　営農推進課 0438-98-0321 http://www.ja-kisarazu.or.jp

千葉 農業 12011 いすみ農業協同組合 いすみ市国府台 1515-1
経済部営農指導販売
課

0470-86-3715 http://www.jaisumi.or.jp

千葉 農業 12009 長生農業協同組合 茂原市高師 1-1-53
営農販売部　担い手
支援課

0475-24-5700 http://www.ja-chosei.or.jp/

千葉 農業 12001 山武郡市農業協同組合 山武市和田 375-2 営農部　営農振興課 0475-82-3531 https://www.ja-sambugunshi.or.jp/

千葉 農業 12003 市原市農業協同組合 市原市山田 591
経済部　営農販売課
営農指導係

0436-36-5811 http://www.ja-ichihara.or.jp/

千葉 農業 12012 千葉みらい農業協同組合 千葉市中央区千葉港 5-25
指導経済部　担い手
対策課

043-203-0171

千葉 農業 12013 八千代市農業協同組合 八千代市大和田新田 640-1 経済部　指導販売課 047-459-8125 http://www.ja-yachiyo.or.jp

千葉 農業 12014 成田市農業協同組合 成田市宝田 912-1 営農部　営農指導課 0476-22-6793 http://www.ja-narita.or.jp

千葉 農業 12015 富里市農業協同組合 富里市七栄 652-225 営農部　営農指導課 0476-93-5652 http://www.ja-tomisato.or.jp

千葉 農業 12002 西印旛農業協同組合 印西市西の原 4-3
経済部　営農指導渉
外課

0476-48-2207 http://www.ja-nishiinba.or.jp

千葉 農業 12016 かとり農業協同組合 香取市小見 1098-1
営農販売部　営農生
活課

0478-70-7712 https://www.ja-katori.or.jp/

千葉 農業 12005 ちばみどり農業協同組合 旭市ロ 1549-1 営農部 0479-62-7715 http://www.ja-chibamidori.or.jp/

千葉 農業 12004 君津市農業協同組合 君津市塚原 185 経済部農業振興課 0439-32-2581 http://www.ja-kimitu.or.jp/

千葉 農業 12008 とうかつ中央農業協同組合 松戸市馬橋 1939-1
営農経済部　農業振
興課

0477-01-5310 http://www.ja-toukatsuchuou.or.jp/

千葉 農業 12007 ちば東葛農業協同組合 柏市高田 362  指導経済部 04-7140-2246 www.ja-chibatoukatu.or.jp

千葉 農業 12018 丸朝園芸農業協同組合 山武郡芝山町山田 1723 総務部 0479-77-1240 http://www.ja-maruasa.jp

千葉 農業 12017 市川市農業協同組合 市川市北方町 4-1352-2 経済部　営農経済課 047-339-1126 http://www.ja-ichikawashi.or.jp/

千葉 農業 12200 東金酪農農業協同組合 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

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

千葉 農業 12000 日本オーストリッチ事業協同組合 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

千葉 農業 12999 ちば農業経営相談協議会 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）

千葉 林業 12300 千葉県森林組合連合会 千葉市中央区長洲 1-15-7 総務課 043-227-8231 森林組合及び森林組合員に限る

千葉 林業 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）

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

千葉 水産業 12600 千葉県漁業協同組合連合会 千葉市 中央区新宿２丁目３番８号 043-242-6858 http://chiba-gyoren.or.jp/

千葉 水産業 12601 市川市漁業協同組合 市川市 塩浜1丁目17番3号 047-395-3211

千葉 水産業 12602 船橋市漁業協同組合 船橋市 湊町1丁目24番6号 047-431-2041

千葉 水産業 12603 牛込漁業協同組合 木更津市 牛込752番地 0438-41-1341

千葉 水産業 12604 金田漁業協同組合 木更津市 中島4412番地 0438-41-0511 http://www.kaneda.or.jp

千葉 水産業 12605 久津間漁業協同組合 木更津市 久津間1291番地 0438-41-2696 http://www.kuzuma.or.jp

千葉 水産業 12606 江川漁業協同組合 木更津市 江川576番地6 0438-41-2234

千葉 水産業 12607 木更津市中里漁業協同組合 木更津市 中里2丁目5番26号 0438-22-2728

千葉 水産業 12608 木更津漁業協同組合 木更津市 中央3丁目14番11号 0438-23-4545 http://www.jf-kisarazu.jp
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千葉 水産業 12609 富津漁業協同組合 富津市 富津2035-74 0439-87-5561 http://jf-futtsu.com/

千葉 水産業 12610 新富津漁業協同組合 富津市 富津2430-1 0439-87-3555　

千葉 水産業 12611 富津市下洲漁業協同組合 富津市 川名749-1 0439-87-3876　

千葉 水産業 12612 大佐和漁業協同組合 富津市 小久保字港町3089番地 0439-65-0034

千葉 水産業 12613 天羽漁業協同組合 富津市 萩生1174番地の5 0439-69-8321

千葉 水産業 12614 鋸南町保田漁業協同組合 安房郡鋸南町 吉浜99番地5 0470-55-0528

千葉 水産業 12615 鋸南町勝山漁業協同組合 安房郡鋸南町 勝山122番地 0470-55-1511 

千葉 水産業 12616 岩井富浦漁業協同組合 南房総市 富浦町多田良1254番地75 0470-33-2511 http://www.tairyou.com/

千葉 水産業 12617 館山漁業協同組合 館山市 船形1452番地 0470-27-2111

千葉 水産業 12618 西岬漁業協同組合 館山市 浜田148番地 0470-29-1133

千葉 水産業 12619 波左間漁業協同組合 館山市 波左間1012番地 0470-29-0006

千葉 水産業 12620 東安房漁業協同組合 南房総市 千倉町千田1052番地6 0470-43-8311

千葉 水産業 12621 鴨川市漁業協同組合 鴨川市 磯村137番地2 04-7093-2111

千葉 水産業 12622 新勝浦市漁業協同組合 勝浦市 新官207番地 0470-70-1130　

千葉 水産業 12623 勝浦漁業協同組合 勝浦市 浜勝浦370番地 0470-73-1311 http://www.katsuura-gyokyou.jp//

千葉 水産業 12624 御宿岩和田漁業協同組合 夷隅郡御宿町 岩和田945番地1 0470-68-2011

千葉 水産業 12625 夷隅東部漁業協同組合 いすみ市 漁港埋立地 0470-62-0111 http:/www.bii.ne.jp/ohara-iseebi/

千葉 水産業 12626 九十九里漁業協同組合 山武郡九十九里町 小関2347-36 0475-76-6171

千葉 水産業 12627 海匝漁業協同組合 旭市 下永井308 0479-57-3202

千葉 水産業 12628 銚子市漁業協同組合 銚子市 川口町2丁目6528番地 0479-22-3200 http://www.choshi-gyokyo.jp

東京 農業 13001 西多摩農業協同組合 羽村市五ノ神 1-1-5
営農経済部営農生活
課

042-554-7362 http://www.ja-nishitama.or.jp/

東京 農業 13002 秋川農業協同組合 あきる野市秋川 3-1-1
指導経済部営農生活
課営農係

042-559-5111 http://www.ja-akigawa.or.jp

東京 農業 13003 八王子市農業協同組合 八王子市椚田町 585-8
指導経済部　地域振
興課

042-666-6511 https://ja-hachioji.or.jp

東京 農業 13004 東京南農業協同組合 日野市三沢 3-53-15
地域振興部　指導経
済課

042-594-1011 https://www.ja-tm.or.jp

東京 農業 13005 町田市農業協同組合 町田市忠生 3-7-2 経済部　営農支援課 042-792-6111 http://www.ja-machidashi.or.jp

東京 農業 13006 マインズ農業協同組合 府中市分梅町 3-65-1
本店　地域振興部指
導課

042-334-6072 https://www.ja-minds.or.jp/

東京 農業 13007 東京みどり農業協同組合 昭島市武蔵野 2-6-12
本店地域振興部　指
導課

042-542-3684 https://ja-tokyomidori.or.jp

東京 農業 13008 東京むさし農業協同組合 小金井市貫井北町 1-10-1
本店　指導経済部
指導課

042-388-8801 https://www.jatm.or.jp

東京 農業 13009 東京中央農業協同組合 世田谷区粕谷 3-1-1
本店　農住支援部
営農支援課

03-3308-3120 ｗｗｗ.ｊａ-ｔｏｋｙｏｃｈｕｏ.ｏｒ.ｊｐ

東京 農業 13011 世田谷目黒農業協同組合 世田谷区桜新町 2-29-1 営農相談室 03-3428-5211 https://www.ja-setame.or.jp

東京 農業 13012 東京あおば農業協同組合 練馬区石神井町 5-11-7
地域振興部農業振興
課

03-5910-3066 https://www.ja-tokyoaoba.or.jp/

東京 農業 13013 東京スマイル農業協同組合 葛飾区白鳥 4-11-17
経済営農指導部　営
農指導課

03-5680-8953 http://www.ja-tokyosmile.or.jp

東京 農業 13010 東京みらい農業協同組合 東久留米市幸町 3-7-2
地域振興本部　指導
経済部　指導経済課

042-477-0037 http://www.ja-tokyomirai.or.jp/

東京 農業 13014 西東京農業協同組合 青梅市新町 1-41-11 指導経済部 0428-31-1116 http://ｗｗｗ,ja-nishitokyo.or.jp
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東京 農業 13015 東京島しょ農業協同組合 八条島八丈町大賀郷 1536 総務企画部 04996-2-1251

東京 農業 13901 公益社団法人畜産技術協会 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

東京 農業 13902 公益社団法人日本馬事協会 中央区 新川 2-6-18 馬事畜産会館内
事務局長
中山　清秀

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

東京 農業 13909 一般社団法人日本養豚協会 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

東京 農業 13910 一般社団法人日本種鶏孵卵協会 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

東京 農業 13911 一般社団法人日本養蜂協会 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

東京 農業 13913 一般社団法人　日本食鳥協会 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

東京 農業 13914 全国畜産農業協同組合連合会 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

東京 林業 13300 東京都森林組合 西多摩郡日の出町平井 2759 総合企画部 042-588-7963 http://www.tokyo-sinrin.com
組合員及びその他の林業者に限る。
9:00～17:00

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

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

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

東京 林業 13915 一般社団法人　日本植木協会 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

東京 水産業 13600 東京都漁業協同組合連合会 港区 港南4－7－8 03-3458-4236

東京 水産業 13601 伊豆大島漁業協同組合 大島町 波浮港１ 04992-4-0007

東京 水産業 13602 元町漁業協同組合 大島町 元町2－5－7 04992-2-1157

東京 水産業 13603 利島村漁業協同組合 利島村 13 04992-9-0326

東京 水産業 13604 にいじま漁業協同組合 新島村 若郷83 04992-5-0781

東京 水産業 13605 神津島漁業協同組合 神津島村 36 04992-8-0007

東京 水産業 13607 御蔵島村漁業協同組合 御蔵島村 0499４-8-2151

東京 水産業 13608 八丈島漁業協同組合 八丈島八丈町 三根4206 04996-2-0211

東京 水産業 13609 小笠原島漁業協同組合 小笠原村父島字奥村 04998-2-2411

東京 水産業 13610 小笠原母島漁業協同組合 小笠原村母島字元地 04998-3-2311

東京 水産業 13611 全国内水面漁業協同組合連合会 港区 赤坂1－9－13　三会堂ビル３階 03-3586-4821 http://www.naisuimen.or.jp/

東京 水産業 13612 東京都内水面漁業協同組合連合会 あきる野市 養沢1311　秋川漁協内 042-596-2215 http://akigawagyokyo.or.jp/rengoukai/

東京 水産業 13906 一般社団法人 全国遠洋かつお・まぐろ漁業者協会 千代田 内神田1－1－12　コープビル7階 事務局 03-3294-9634 9:00-17:00
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東京 水産業 13907 一般社団法人全国さけ・ます増殖振興会 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

東京 水産業 13908 一般社団法人全国底曳網漁業連合会 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

東京 水産業 13912 一般社団法人漁業経営安定化推進協会 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/

東京 農業・林業・水産業 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）

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/

神奈川 農業 14008 セレサ川崎農業協同組合 川崎市宮前区宮崎 2-13-38
本店　営農部　都市
農業振興課

044-877-2114 https://www.jaceresa.or.jp/

神奈川 農業 14011 よこすか葉山農業協同組合 横須賀市林 3-1-11 経済部 046-857-9248 https://ja-yokosukahayama.or.jp/

神奈川 農業 14009 三浦市農業協同組合 三浦市初声町下宮田 3024-1 営農部　営農支援課 046-888-9005 http://www.ja-miurashi.or.jp/

神奈川 農業 14004 さがみ農業協同組合 藤沢市打戻 1907-1
組織経済部　組織相
談課

0466-48-9025 https://ja-sagami.or.jp/

神奈川 農業 14003 湘南農業協同組合 伊勢原市田中 250
営農経済部　営農販
売課

0463-93-8115 https://www.jakanagawa.gr.jp/shonan/

神奈川 農業 14006 秦野市農業協同組合 秦野市平沢 477 営農部営農課 0463-81-7718 http://ja-hadano.or.jp/

神奈川 農業 14012 厚木市農業協同組合 厚木市水引 2-9-2
指導販売部　地域農
業協同対策課

046-221-2273 https://www.jakanagawa.gr.jp/atsugi/

神奈川 農業 14001 県央愛川農業協同組合 愛甲郡愛川町三増 891
指導経済部　指導経
済課

046-281-5000 https://www.jakangawa.gr.jp/aikawa/default.htm

神奈川 農業 14005 相模原市農業協同組合 相模原市緑区田名 2436 営農部　指導販売課 042-762-4336 https://www.jakanagawa.gr.jp/sagamihara/

神奈川 農業 14010 神奈川つくい農業協同組合 相模原市緑区中野 550 経済部　営農経済課 042-784-9905 https://ja-tsukui.or.jp/

神奈川 農業 14002 横浜農業協同組合 横浜市泉区中田西 1-12-10 営農部　営農支援課 045-805-6612

神奈川 農業 14007 かながわ西湘農業協同組合 神奈川県小田原市鴨宮 627 組織相談部　相談課 0465-47-8176 https://ja-kanasei.or.jp/

神奈川 農業 14902 神奈川県中央養鶏農業協同組合 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

神奈川 農業 14903 一般社団法人神奈川県畜産会養鶏部会 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

神奈川 農業 14999 かながわ農業経営相談所 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）

神奈川 林業 14300 神奈川県森林組合連合会 秦野市菖蒲 317 総務指導課 0463-88-6767 http://www.kenmoriren.jp/ 森林組合に限る

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

神奈川 林業 14904 神奈川県民有林造成・整備推進連絡協議会 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

神奈川 水産業 14600 神奈川県漁業協同組合連合会 横浜市 金沢区富岡東２-１-22 045-773-8877 http://www.kngyoren.jp/

神奈川 水産業 14601 横須賀市東部漁業協同組合 横須賀市 平成町3-4 046-822-4475

神奈川 水産業 14602 横須賀市大楠漁業協同組合 横須賀市 佐島3-5-1 046-856-4116

神奈川 水産業 14603 長井町漁業協同組合 横須賀市 長井5-24-6 046-856-2556

神奈川 水産業 14604 みうら漁業協同組合 三浦市 三崎5-12-5 046-881-7261

神奈川 水産業 14605 三和漁業協同組合 三浦市 初声町三戸1090-3 046-888-2056

神奈川 水産業 14606 江の島片瀬漁業協同組合 藤沢市 片瀬海岸2-20-25 0466-22-4671

神奈川 水産業 14607 大磯二宮漁業協同組合 中郡 大磯町大磯1398-6 0463-61-0940

神奈川 水産業 14608 小田原市漁業協同組合 小田原市 早川1-10-1 0465-22-4475

神奈川 水産業 14609 平塚市漁業協同組合 平塚市 千石河岸28-13 0463-21-0146 https://www.jf-hiratsuka.org/

神奈川 水産業 14610 小坪漁業協同組合 逗子市 小坪5-20-4 0467-24-3722
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神奈川 水産業 14611 真鶴町漁業協同組合 足柄下郡真鶴町 真鶴685-1 0465-68-5511

神奈川 水産業 14612 岩漁業協同組合 足柄下郡真鶴町 岩455 0465-68-0329

神奈川 水産業 14613 福浦漁業協同組合 足柄下郡湯河原町 福浦495番地 0465-62-4879

神奈川 水産業 14614 鎌倉漁業協同組合 鎌倉市 坂ノ下32-13 0467-22-3403

神奈川 水産業 14615 腰越漁業協同組合 鎌倉市 腰越2-9-1 0467-32-4743

神奈川 農業・林業・水産業 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）

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

新潟 農業 15001 北蒲みなみ農業協同組合 阿賀野市百津 280 営農営業部　営農課 0250-62-2235 http://ja-kitakan-minami.or.jp

新潟 農業 15013 ささかみ農業協同組合 阿賀野市山崎 58 営農課 0250-25-7252 https://www.ja-sasakami.or.jp/

新潟 農業 15022 北越後農業協同組合 新発田市島潟字弁天 1449-1 営農販売部 0254-26-7000 https://ja-kitaechigo.or.jp/

新潟 農業 15015 新津さつき農業協同組合 新潟市秋葉区小戸下組 2224
営農経済部　営農企
画課

0250-25-1211 hｔｔｐ://www.ja-satuki.com

新潟 農業 15002 にいがた南蒲農業協同組合 三条市下保内 348-1
営農経済部　営農企
画課

0256-39-7011 http://www.ja-niigatanankan.or.jp/

新潟 農業 15011 越後ながおか農業協同組合 長岡市川崎町字前田 2722-1 営農部　営農企画課 0258-35-1226 http://www.ja-echigo.or.jp/contents/echigo/001main.htm

新潟 農業 15003 越後さんとう農業協同組合 長岡市大野 249 営農部　農政企画課 0258-41-2887 http://www.ja-echigosantou.or.jp

新潟 農業 15020 かみはやし農業協同組合 村上市山田 930-5 営農部 0254-66-8105 http://www.jakamihayashi.or.jp/publics/index/71/

新潟 農業 15014 にいがた岩船農業協同組合 村上市田端町 8-5
営農経済部　営農企
画課

0254-52-0514 http://www.ja-niigataiwafune.or.jp/

新潟 農業 15018 佐渡農業協同組合 佐渡市金井新保 44-1
営農事業部　営農企
画課

0259-63-3106 http://www.ja-sado-niigata.or.jp/

新潟 農業 15004 羽茂農業協同組合 佐渡市羽茂本郷 504-3 営農課 0259-88-3133 https://www.ja-hamochi.or.jp/

新潟 農業 15005 みなみ魚沼農業協同組合 南魚沼市浦佐 5148-1 営農部　営農指導課 025-777-3786 https://www.ja-m-uonuma.or.jp/

新潟 農業 15006 十日町農業協同組合 十日町市高田町 6-618営農生活センター内
営農生活部　営農企
画課

025-757-1576 http://www.ja-tokamachi.or.jp

新潟 農業 15007 津南町農業協同組合 中魚沼郡津南町大字下船渡戊 125-1
営農部　営農セン
ター

025-765-3123 http://www.ja-tsunan.or.jp

新潟 農業 15023 柏崎農業協同組合 柏崎市駅前 一丁目3番22号
営農経済部　営農企
画課

0257-21-7514 www.ja-kasiwazaki.or.jp

新潟 農業 15021 えちご上越農業協同組合 上越市藤巻 5-30 営農部　農業対策課 025-527-2050 https://www.ja-echigojoetsu.or.jp/

新潟 農業 15008 ひすい農業協同組合 糸魚川市大和川 436 営農部営農課 025-552-6272 http://www.ja-hisui.or.jp

新潟 農業 15019 新潟市農業協同組合 新潟市東区海老ケ瀬 512-1
営農経済部　営農販
売課

025-270-2295 http://www2.ja-niigatashi.or.jp/

新潟 農業 15009 越後おぢや農業協同組合 小千谷市土川 1-12-25
総合営農経済セン
ター　営農生産部　営
農企画課

0258-83-3424 https://ja-e-ojiya.jp/

新潟 農業 15017 北魚沼農業協同組合 魚沼市井口新田 645-13 営農部　営農企画課 025-793-1770 https://www.ja-kitauonuma.or.jp

新潟 農業 15012 新潟みらい農業協同組合 新潟市南区七軒字前 211-1
営農経済部　営農企
画課

025-373-5124 http://ja-niigatamirai.jp

新潟 農業 15010 越後中央農業協同組合 新潟市西蒲区漆山 8833 営農部営農企画課 0256-70-1540 https://www.e-ja.or.jp/

新潟 農業 15016 胎内市農業協同組合 胎内市本郷字家の下 493-2
営農経済部　自・燃・
農機課

0254-43-3025 http://www.ja-tainai.or.jp

新潟 農業 15200 酪農にいがた農業協同組合 新潟市東区紫竹山 2-5-32 025-374-6690
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新潟 農業 15999

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

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

新潟 林業 15300 新潟県森林組合連合会 新潟市西区曽和 521-3 指導管理部 025-261-7111 http://www.niigata-moriren.or.jp/ 森林組合および森林組合委にに限る

新潟 林業 15900 新潟県山林種苗協会  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

新潟 林業 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）

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）

新潟 水産業 15600 新潟県漁業協同組合連合会 新潟市 中央区万代島2番1号 025-243-3681 http://www.van-rai.net/nigyoren/

新潟 水産業 15601 新潟県内水面漁業協同組合連合会 新潟市 中央区南万代町13-3　松崎ビル 025-241-5795 https://niinaisuimen.jimdofree.com/

新潟 水産業 15902 一般社団法人新潟県錦鯉協議会 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、

富山 農業 16001 黒部市農業協同組合 黒部市若栗 96 営農指導課 0765-52-5615 http://www.ja-kurobe.jp/

富山 農業 16006 魚津市農業協同組合 魚津市北鬼江 360 営農部　営農販売課 0765-24-9923 http://www.ja-uozu.jp

富山 農業 16007 アルプス農業協同組合 中新川郡上市町若杉 3-3 営農部　営農企画課 076-472-5480 https://ja-alps.jp/

富山 農業 16008 あおば農業協同組合 富山市八尾町福島 471-1
営農経済部　営農指
導課

076-454-3170 https://ja-aoba.jp

富山 農業 16004 富山市農業協同組合
富山市吉岡
富山市堀川町

466-1
210

支店営農係  0764-28-11220764-25-2888 http://www.ja-toyamashi.or.jp/

富山 農業 16002 山田村農業協同組合 富山市山田中村 244 営農課 0764-57-2211 https://www.ja-yamadamura.jp/

富山 農業 16009 高岡市農業協同組合 高岡市西藤平藏 226-1 営農部営農振興課 0766-63-7331 http://www.ja-takaoka.or.jp

富山 農業 16010 氷見市農業協同組合 氷見市朝日丘 2-32 営農販売課 0766-74-8861

富山 農業 16005 となみ野農業協同組合 砺波市宮沢町 3-11 経済部　生産企画課 0763-32-8619 https://www.ja-tonamino.jp/

富山 農業 16003 なんと農業協同組合 南砺市金戸 268-1 営農部 0763-62-0261 https://www.ja-nanto.or.jp/

富山 農業 16011 いなば農業協同組合 小矢部市赤倉 97 営農部　営農指導課 0766-67-8000 http://www.ja-inaba.or.jp/

富山 農業 16012 福光農業協同組合 南砺市天神 237-1 営農部　営農指導課 0763-52-4153

富山 農業 16013 なのはな農業協同組合 富山市豊田本町 3-18-21 営農部　営農企画課 0764-38-2213 https://www.nanohana.or.jp/

富山 農業 16014 いみず野農業協同組合 射水市北野 1555-1 営農部 0766-52-0368 https://www.ja-imizuno.or.jp/

富山 農業 16015 みな穂農業協同組合 下新川郡入善町入膳 3461-1 営農部営農企画課 0765-74-2440 https://www.ja-minaho.or.jp/



市町村 番地 担当部署名 連絡先
都道府県

支援機関所在地
属性 備考

支援機関
コード

支援機関名 ホームページＵＲＬ
担当窓口

富山 農業 16999

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

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）

富山 林業 16300 富山県森林組合連合会 富山市八町 6931 総務・指導課 076-434-3351 moriren-toyama.jp/ 森林組合・森林組合員に限る

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

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

富山 水産業 16600 富山県漁業協同組合連合会 富山市 舟橋北町4番19号 076-432-6223 https://www.toyama-sakana.com

富山 水産業 16601 富山県内水面漁業協同組合連合会 富山市 舟橋北町4-19　森林水産会館 076-441-6124 http://ty-naisuimen.com/

石川 農業 17003 根上農業協同組合 能美市大成町リ 40 経済部営農販売課 0761-55-1100 http://www.neagari.is-ja.jp/

石川 農業 17011 松任農業協同組合 白山市村井町 1776 営農部営農資材課 076-274-1471 www.matto.is-ja.jp

石川 農業 17005 内浦町農業協同組合 鳳珠郡能登町字行延 260
営農経済課(農産物
直売所おくのといち)

0768-72-2678 http://www.is-ja.jp/uchiura/

石川 農業 17010 珠洲市農業協同組合 珠洲市若山町出田36の部 16-1 営農課 0768-82-7505 http://www.is-ja.jp/suzu

石川 農業 17004 加賀農業協同組合 加賀市作見町ホ 10番地1 営農部担い手対策室 0761-73-5311 http://www.kaga.is-ja.jp

石川 農業 17012 小松市農業協同組合 小松市上小松町丙 252 営農部担い手対策室 0761-23-4053 https://www.ja-komatsushi.or.jp

石川 農業 17014 能美農業協同組合 能美市粟生町あ 1
営農経済部　営農推
進課

0761-57-2655 http://www.is-ja.jp/nomi/

石川 農業 17016 金沢中央農業協同組合 金沢市赤土町リ 53-1 購買指導課 076-266-5003 https://www.is-ja.jp/c-kanazawa/

石川 農業 17001 金沢市農業協同組合 金沢市松寺町未 59-1 担い手支援室 076-237-0250 https://www.ja-kanazawashi.or.jp/

石川 農業 17008 石川かほく農業協同組合 河北郡津幡町舟橋 253
営農経済部営農企画
課

076-288-7555 http://www.kahoku.is-ja.jp

石川 農業 17002 はくい農業協同組合 羽咋市太田町と 105 営農部 0767-26-2385 http://www.is-ja.jp/hakui/

石川 農業 17006 能登わかば農業協同組合 七尾市矢田新町イ部 6-7 営農販売部 0767-53-8502 http://ja-notowakaba.jp/

石川 農業 17013 おおぞら農業協同組合 鳳珠郡穴水町字大町ほの 95 営農部営農推進課 0768-52-3813 http,//www.ohzora.is-ja.jp

石川 農業 17007 野々市農業協同組合 野々市市中林 1-50 営農経済部 076-248-8954 https://www.is-ja.jp/nonoichi/

石川 農業 17015 白山農業協同組合 白山市井口町に 62-1
営農経済部　販売施
設課

076-273-5277 https://www.ja-hakusan.jp/

石川 農業 17009 志賀農業協同組合 羽咋郡志賀町末吉新保向 1 営農部担い手支援室 0767-32-0102 http://www.ja-shika.jp
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支援機関所在地
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石川 農業 17903 公益社団法人石川県畜産協会 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

石川 農業 17999
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)

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

石川 林業 17300 石川県森林組合連合会 金沢市東蚊爪町 1-23-1 総務課 076-237-0121 http://www.ishikawa-moriren.jp/
森林組合および森林組合員並びにその他の

林業者に限る

石川 林業 17900 公益社団法人　石川県木材産業振興協会 金沢市 湊2丁目118番地15 076-238-7746 http://www.kenmoku-ishikawa.jp/

石川 林業 17901 石川県森林整備協同組合 金沢市 古府1丁目197番地 076-240-8455

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

石川 水産業 17600 石川県漁業協同組合 金沢市 北安江3丁目1番38号 076-234-8818 http://www.ikgyoren.jf-net.ne.jp/

石川 水産業 17601 石川県内水面漁業協同組合連合会 白山市
湊町チ188-4
石川県水産総合センター生産部美川事業所内

076-278-6106

福井 農業 18001 福井県農業協同組合 福井市高木中央 2-4202
農業戦略部　営農政
策課

0776-54-1701 www.ja-fukuiken.or.ｊｐ/

福井 農業 18002 越前たけふ農業協同組合 越前市本多 2-10-22 指導部営農販売課 0778-21-2608 www.ja-echizentakefu.or.jp

福井 農業 18900 福井県農業法人協会 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

福井 農業 18999

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

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

福井 林業 18300 福井県森林組合連合会 福井市江端町 20-1 総務指導部・指導課 0776-38-0345 http://www.fukuimoriren.jp
森林組合、森林組合員、福井県しいたけ生

産連絡協議会　会員に限る

福井 林業 18901 福井県山林協会 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

福井 水産業 18600 福井県漁業協同組合連合会 福井市 大手2-8-10 0776-24-1203 jf-fukui.a.la9.jp/

福井 水産業 18601 雄島漁業協同組合 坂井市 三国町安島3-101 0776-82-0609

福井 水産業 18602 三国港漁業協同組合 坂井市 三国町宿1-17-23 0776-82-3269

福井 水産業 18603 三国港機船底曳網漁業協同組合 坂井市 三国町宿1-17-33 0776-82-0261
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福井 水産業 18604 福井市漁業協同組合 福井市 和布町無番地 0776-86-1211

福井 水産業 18605 越廼漁業協同組合 福井市 茱崎町14-32 0776-89-2316

福井 水産業 18606 越前町漁業協同組合 丹生郡越前町 小樟7-65 0778-37-0001

福井 水産業 18607 河野村漁業協同組合 南条郡南越前町 甲楽城7-33-1 0778-48-2134

福井 水産業 18608 敦賀市漁業協同組合 敦賀市 蓬莱町17-19 0770-22-1057

福井 水産業 18609 美浜町漁業協同組合 三方郡美浜町 日向2-55 0770-32-1127

福井 水産業 18610 若狭三方漁業協同組合 三方上中郡若狭町 小川17-36 0770-47-1331

福井 水産業 18611 小浜市漁業協同組合 小浜市 川崎3-16 0770-53-2800

福井 水産業 18612 大島漁業協同組合 大飯郡おおい町 大島83-3 0770-77-0162

福井 水産業 18613 若狭高浜漁業協同組合 大飯郡高浜町 事代1-104 0770-72-1234

山梨 農業 19004 北富士農業協同組合 南都留郡富士河口湖町河口 1191
北富士農業協同組合
河口支所

0555-76-7311

山梨 農業 19008 鳴沢村農業協同組合 南都留郡鳴沢村 3198 大田和支所 0555-85-2009 https://www.ja-narusawamura.or.jp

山梨 農業 19005 フルーツ山梨農業協同組合 甲州市塩山上塩後 1100 営農指導部 0553-32-6526 http://www.ja-fruits.or.jp/

山梨 農業 19001 山梨みらい農業協同組合 甲府市下飯田 3-5-12 営農販売部 055-223-9964 http://ja-yamanashimirai.or.jp

山梨 農業 19002 南アルプス市農業協同組合 南アルプス市小笠原 455
営農指導部　営農指
導課

055-283-7134 https://www.ja-minami-alps-city.or.jp/

山梨 農業 19003 梨北農業協同組合 韮崎市一ツ谷 1895 営農部　営農対策課 0551-23-4570 http://www.jarihoku.or.jp/

山梨 農業 19006 笛吹農業協同組合 笛吹市八代町南 561
指導販売部　指導課
営農支援センター

055-265-1607 http://www.ja-fuefuki.or.jp/

山梨 農業 19007 クレイン農業協同組合 都留市田原 1-2-3
本店　経済部　購買
課

0554-20-8812 http://www.ja-crane.or.jp/

山梨 農業 19999 山梨県農業経営相談所 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）

山梨 林業 19300 山梨県森林組合連合会 中央市極楽寺 1214 総務課 055-273-0511 http://www.yskr.jp 県内の事業者に限る

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

山梨 水産業 19600 山梨県漁業協同組合連合会 甲斐市 牛句518-1 055-277-7393 http://www.yamanashi-gyoren.com./

山梨 農業・林業・水産業 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)

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/

長野 農業 20001 長野八ヶ岳農業協同組合 南佐久郡南牧村野辺山 79-7 農業部企画振興課 0267-91-0100 https://www.ja-yatugatake.iijan.or.jp

長野 農業 20015 佐久浅間農業協同組合 佐久市猿久保 882
営農経済部　営農企
画課

0267-68-1117 http://www.ja-sakuasama.iijan.or.jp/

長野 農業 20012 信州うえだ農業協同組合 上田市殿城 80
営農振興部営農企画
課

0268-23-4084 https://www.ja-shinshuueda.iijan.or.jp/

長野 農業 20009 上伊那農業協同組合 伊那市狐島 4291
営農経済部　営農企
画課

0265-72-8833 https://www.ja-kamiina.iijan.or.jp/

長野 農業 20014 みなみ信州農業協同組合 飯田市鼎東鼎 281番地 営農部営農企画課 0265-52-6644 http://www.ja-mis.iijan.or.jp

長野 農業 20016 木曽農業協同組合 木曽郡木曽町福島 3807-1 農業生活部 0264-22-2128 https://www.ja-kiso.iijan.or.jp/

長野 農業 20013 松本市農業協同組合 松本市出川 2-15-1 経済部　経済課 0263-26-1700 www.ja-matumotoshi.iijan.or.jp

長野 農業 20002 塩尻市農業協同組合 塩尻市広丘郷原 1811-1
営農経済部　農業企
画課

0263-53-4785 https://www.ja-shiojirishi.iijan.or.jp/
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長野 農業 20011 洗馬農業協同組合 塩尻市大字洗馬 2720-3 経済部 0263-52-2541

長野 農業 20003 あづみ農業協同組合 安曇野市堀金烏川 2650-1
営農経済事業部　農
業企画課

0263-72-2933 http://www.ja-azm.iijan.or.jp/

長野 農業 20008 大北農業協同組合 大町市大町字光明寺 3091-1 農家対策支援室 0261-22-1842 http://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/

長野 農業 20004 グリーン長野農業協同組合 長野市篠ノ井布施高田 944-1 営農部農業振興課 026-292-0930 https://www.ja-grn.iijan.or.jp/

長野 農業 20007 中野市農業協同組合 中野市三好町 1-2-8 営農部　営農支援課 0269-22-4221 http://www.ja-nakanosi.iijan.or.jp

長野 農業 20005 ながの農業協同組合 長野市大字中御所字岡田 131-1 営農部　営農指導課 026-224-3703 https://www.ja-nagano.iijan.or.jp

長野 農業 20010 信州諏訪農業協同組合 茅野市仲町 24-4 営農部　営農企画課 0266-71-2700 https://www.ja-suwa.iijan.or.jp/

長野 農業 20006 松本ハイランド農業協同組合 松本市南松本 1-2-16 営農部　営農企画課 0263-29-0394 https://www.ja-m.iijan.or.jp/

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

長野 農業 20201 伊那酪農業協同組合 伊那市荒井 3801-20 総務課 0265-78-2724 8:30～17:00

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

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

長野 農業 20905 下伊那園芸農業協同組合 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

長野 農業 20999 長野県農業再生協議会 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）

長野 林業 20300 長野県森林組合連合会 長野市岡田町 30番地16 指導利用部 026-226-2504 http://www.naganomoriren.or.jp 森林組合・森林組合員に限る

長野 林業 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）

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

長野 林業 20901 長野県山林種苗協同組合 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/

長野 林業 20902 長野県特用林産振興会 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

長野 水産業 20600 長野県漁業協同組合連合会 長野市 岡田町148-5　長野県漁業協同組合連合会会館３階 026-228-0125

岐阜 農業 21002 ぎふ農業協同組合 岐阜市司町 37 農業総合対策室 0582-65-3534 https://www.jagifu.or.jp/

岐阜 農業 21004 西美濃農業協同組合 大垣市東前町 955-1
本店　営農販売部
営農企画課

0584-73-8113 http://www.jan.or.jp/

岐阜 農業 21007 いび川農業協同組合 揖斐郡池田町上田 1318 営農部　営農課 0585-45-9013 https://www.jaibigawa.or.jp/

岐阜 農業 21006 陶都信用農業協同組合 瑞浪市明世町戸狩 815-1 経済部農業課 0572-68-5120 http://www.jatouto.or.jp

岐阜 農業 21005 東美濃農業協同組合 中津川市茄子川 1646-19
営農部営農企画指導
課

0573-78-0137 ｈｔｔｐｓ：//ja-higashimino.or.jp

岐阜 農業 21001 飛騨農業協同組合 高山市冬頭町 15-1
営農推進対策室営農
企画課

0577-36-3880 ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.ja-hida.or.jp/

岐阜 農業 21003 めぐみの農業協同組合 関市若草通 1-1
JAめぐみの　営農部
営農対策課

0575-23-5885 https://www.ja-megumino.or.jp/

岐阜 農業 21200 飛騨酪農農業協同組合 高山市新宮町 3369 酪農部 0577-32-0208 http://www.hida.or.jp/

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

岐阜 農業 21202 古川酪農農業協同組合 飛騨市 飛騨市古川町増島町17-8 （有）牧成舎 0577-73-2226
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岐阜 農業 21902 岐阜県養鶏協会 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

岐阜 農業 21999
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）

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

岐阜 林業 21300 岐阜県森林組合連合会 岐阜市六条江東 2-5-6
森林整備部系統支援
課

058-275-4897 会員組合員に限る

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

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

岐阜 林業 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）

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

岐阜 水産業 21600 岐阜県漁業協同組合連合会 岐阜市 藪田南1-11-12  水産会館 058-272-3931 http://gifugyoren.jp/

岐阜 農業・林業・水産業 21900
株式会社ＯＫＢ総研
（岐阜県６次産業化サポートセンター）

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/

静岡 農業 22001 伊豆太陽農業協同組合 下田市東本郷 1-12-8 営農部営農課 0558-23-6006 https://taiyo.ja-shizuoka.or.jp/

静岡 農業 22014 三島函南農業協同組合 三島市谷田字城の内 141-1 経済部　指導開発課 055-971-8208 http://mkja-shizuoka.jp/

静岡 農業 22010 伊豆の国農業協同組合 伊豆の国市南條 800
営農事業部　営農販
売課

055-949-7111 https://www.ja-izunokuni.or.jp/

静岡 農業 22016 あいら伊豆農業協同組合 伊東市玖須美元和田 715-23
営農経済部　営農販
売課

0557-45-6585 http://ja-airaizu.jp/

静岡 農業 22011 御殿場農業協同組合 御殿場市茱萸沢 5 営農経済部 0550-84-4830 http://www.ja-shizuoka.or.jp/gotemba/

静岡 農業 22002 富士市農業協同組合 富士市松本 12-1 営農企画課 0545-61-8124 https://fuji.ja-shizuoka.or.jp/

静岡 農業 22012 富士宮農業協同組合 富士宮市外神 163-1 生産指導課 0544-58-7182 http://fujinomiya.ja-shizuoka.or.jp

静岡 農業 22003 清水農業協同組合 静岡市清水区庵原町 34-1
営農部　組合員相談
課

054-367-3247 https://www.ja-shimizu.org/

静岡 農業 22004 静岡市農業協同組合 静岡市駿河区曲金 5-4-70 営農課 054-288-8440 https://ja-shizuokashi.org/

静岡 農業 22015 大井川農業協同組合 藤枝市緑の丘 1-1 農業経営支援課 0546-46-5127 https://ooigawa.ja-shizuoka.or.jp/

静岡 農業 22013 ハイナン農業協同組合 牧之原市静波 73-5 営農経済部 0548-22-9539 https://hainan.ja-shizuoka.or.jp/

静岡 農業 22005 掛川市農業協同組合 掛川市千羽 100-1 営農経済部　営農課 0537-20-0809 https://www.ja-kakegawa.jp/info/

静岡 農業 22006 遠州夢咲農業協同組合 菊川市下平川 6265
営農経済部　営農指
導課

0537-73-5550 http://jayumesaki.ja-shizuoka.or.jp

静岡 農業 22007 遠州中央農業協同組合 磐田市見付 3599-1
営農企画部　営農管
理課

0538-36-7020 https://jaenchu.ja-shizuoka.or.jp/

静岡 農業 22008 とぴあ浜松農業協同組合 浜松市東区有玉南町 1975
営農生産部　営農指
導課

053-476-3138 https://jatopia.ja-shizuoka.or.jp/

静岡 農業 22009 三ヶ日町農業協同組合 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日 885 営農支援課 053-525-1019 https://mikkabi.ja-shizuoka.or.jp/

静岡 農業 22017 南駿農業協同組合 沼津市下香貫字上障子 415-1 営農部　営農支援課 055-933-7008 www.ja-nansun.or.jp

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

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

静岡 農業 22999 静岡県農業経営相談所 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）

静岡 林業 22300 静岡県森林組合連合会 静岡市葵区追手町 9-6 9F 指導課 054-253-0195 http://www.s-kenmori.net

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

静岡 林業 22903 静岡県椎茸産業振興協議会 伊豆市 修善寺4279-5（静岡県きのこ総合センター内） 0558-72-1135

静岡 水産業 22600 静岡県漁業協同組合連合会 静岡市 葵区追手町9-18 054-254-6011 http://www.sogyoren.jf-net.ne.jp/
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静岡 水産業 22601 初島漁業協同組合 熱海市 初島209-1 0557-67-1401

静岡 水産業 22602 大熱海漁業協同組合 熱海市 和田浜南町9-24 0557-81-0633

静岡 水産業 22603 いとう漁業協同組合 伊東市 新井1-1-8 0557-37-3181 http://www.soitoshigyokyo.jf-net.ne.jp/

静岡 水産業 22604 伊豆漁業協同組合 下田市 外ヶ岡11 0558-22-3585 http://www.soshimogyo.jf-net.ne.jp/

静岡 水産業 22605 戸田漁業協同組合 沼津市 戸田339 0558-94-2080 http://hedagyokyo.net/

静岡 水産業 22606 内浦漁業協同組合 沼津市 内浦三津88-34 055-943-2316

静岡 水産業 22607 静浦漁業協同組合 沼津市 獅子浜243-1 055-931-3010

静岡 水産業 22608 沼津我入道漁業協同組合 沼津市 我入道東町161 055-931-1395

静岡 水産業 22609 田子の浦漁業協同組合 富士市 前田字新田866-6 0545-61-1004 http://tagonoura-gyokyo.jp/

静岡 水産業 22610 由比港漁業協同組合 静岡市 清水区由比今宿字浜1127 0543-76-0001 http://yuikou.jp/

静岡 水産業 22611 清水漁業協同組合 静岡市 清水区島崎町149-40 0543-52-5044

静岡 水産業 22612 焼津漁業協同組合 焼津市 城之腰269-9 054-628-7112 https://www.yaizu-gyokyo.or.jp/

静岡 水産業 22613 小川漁業協同組合 焼津市 小川3392-9 054-624-8130 https://kogawa-gyokyo.com/

静岡 水産業 22614 大井川港漁業協同組合 焼津市 飯淵1960 054-622-0415

静岡 水産業 22615 南駿河湾漁業協同組合 御前崎市 港6131 0548-63-3111 https://minami-surugawan.jp/

静岡 水産業 22616 遠州漁業協同組合 磐田市 豊浜4127-22 0538-55-2125 http://ensyugyokyo.sakura.ne.jp/

静岡 水産業 22617 浜名漁業協同組合 浜松市 西区舞阪町舞阪2119-19 053-592-2911 http://hamanagyokyo.or.jp/

静岡 水産業 22618 富士養鱒漁業協同組合 富士宮市 淀師413-5 0544-26-4167 http://fujiyoson.com/

静岡 水産業 22619 静岡うなぎ漁業協同組合 榛原郡吉田町 片岡743-1 0548-32-1151 http://shizuokaunagi.com/

静岡 水産業 22620 浜名湖養魚漁業協同組合 浜松市 西区馬郡町2465 053-592-0123 http://www.maruhama.or.jp/

愛知 農業 23001 なごや農業協同組合 名古屋市東区代官町 33-27 本店　経済部 052-932-3560 https://www.ja-nagoya.or.jp

愛知 農業 23018 天白信用農業協同組合 名古屋市天白区池場 2-2304 経済課 052-801-1262 http://www.jatenpaku.jp/

愛知 農業 23002 緑信用農業協同組合 名古屋市緑区乗鞍 2-223 経済部 052-876-0437 https://www.jamidori.or.jp/

愛知 農業 23020 あいち尾東農業協同組合 日進市蟹甲町池下 213-1 営農部営農企画課 0561-75-0721 http://www.jaab.or.jp/

愛知 農業 23003 西春日井農業協同組合 北名古屋市西之保南若 11 営農部　営農指導課 0568-23-4001 https://www.ja-nishikasugai.com

愛知 農業 23004 あいち知多農業協同組合 常滑市多屋字茨廻間 1-111 営農部　農業振興課 0569-34-9917 http://www.agris.or.jp

愛知 農業 23019 愛知北農業協同組合 江南市古知野町熱田 72 営農生活部 0587-55-2397 http;//www.ja-aichikita.or.jp/

愛知 農業 23005 海部東農業協同組合 津島市莪原町字郷東 47 営農課 0567-23-7322 http://www.ja-amahigashi.or.jp

愛知 農業 23014 あいち中央農業協同組合 安城市赤松町浄善 50 営農企画課 0566-73-4400 https://www.jaac.or.jp/

愛知 農業 23013 西三河農業協同組合 西尾市寄住町下田 15 営農部　営農企画課 0563-56-5274 https://www.ja-nishimikawa.or.jp

愛知 農業 23012 あいち三河農業協同組合 岡崎市坂左右町葦ノ部 18-1
営農企画部　営農企
画課

0564-55-2994

愛知 農業 23006 ひまわり農業協同組合 豊川市三谷原町北浦 68-1 営農部　営農企画課 0533-85-1234 https://ja-himawari.com

愛知 農業 23017 蒲郡市農業協同組合 蒲郡市神ノ郷町名取 15
営農販売部　営農企
画課

0533-68-7786 http://www.ja-gamagori.or.jp/

愛知 農業 23007 愛知みなみ農業協同組合 田原市古田町岡ノ越 6-4
営農生活部　営農企
画課

0531-34-1051 www.ja-aichiminami.or.jp

愛知 農業 23008 豊橋農業協同組合 豊橋市野依町字西川 5 営農部　営農指導課 0532-25-3552 https://www.ja-toyohashi.com

愛知 農業 23009 あいち豊田農業協同組合 豊田市西町 4-5 営農部　営農企画課 0565-31-2460 https://www.ja-aichitoyota.or.jp

愛知 農業 23016 愛知西農業協同組合 稲沢市一色下方町 260-1 営農部　営農指導課 0587-36-3326 http://www.ja-aichinishi.or.jp/
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愛知 農業 23010 尾張中央農業協同組合 春日井市八田町 1-16-3
農業振興部　営農企
画課

0568-44-2058 https://ja-owari-chuoh.or.jp/

愛知 農業 23015 愛知東農業協同組合 新城市平井字藪前 22・23 営農部 0536-22-2300 http://www.ja-aichihigashi.com

愛知 農業 23011 あいち海部農業協同組合 弥富市鍋平 3-45-1 農産部　担い手課 0567-56-6813 www.ja-aichiama.com

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

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

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

愛知 農業 23904 東三温室園芸農業協同組合 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

愛知 農業 23999 あいち農業経営相談所 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

愛知 林業 23300 愛知県森林組合連合会 名古屋市中区丸の内 3-5-16 総務課 052-961-9156 森林組合・森林組合員に限る

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

愛知 水産業 23600 愛知県漁業協同組合連合会 名古屋市 中区丸の内3-4-31 052-971-3501

愛知 水産業 23905 全日本錦鯉振興会　愛知支部 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、

三重 農業 24001 三重北農業協同組合 三重郡菰野町大字大強原 3247 営農部　営農指導課 059-393-3620 http://www.ja-miekita.or.jp

三重 農業 24002 鈴鹿農業協同組合 鈴鹿市地子町 1268 営農部 059-384-1126 http://www.ja-suzuka.or.jp/

三重 農業 24006 津安芸農業協同組合 津市一色町 191-2
営農対策部　営農振
興課

059-229-3502 http://www.ja-tsuage.or.jp/

三重 農業 24008 三重中央農業協同組合 津市一志町日置 80
営農経済部　農業支
援室

059-293-3100 http://www.ja-miechuo.or.jp/

三重 農業 24007 一志東部農業協同組合 松阪市嬉野権現前町 464‐5
営農経済部　営農指
導課

0598-42-2971 http://www.jamie.or.jp/jagroup/ichisitobu/

三重 農業 24009 松阪農業協同組合 松阪市豊原町 1043-1 営農部 0598-28-2112 http://www.ja-matsusaka.or.jp/

三重 農業 24003 多気郡農業協同組合 多気郡明和町斎宮 1831-21 営農振興課 0596 52 3715 http://www.ja-takigun.or.jp/

三重 農業 24004 伊勢農業協同組合 度会郡度会町大野木 1858 営農部 0596-62-2281 www.jaise.jp

三重 農業 24005 伊賀ふるさと農業協同組合 伊賀市平野西町 1-1 営農部営農企画課 0595-24-5111 https://www.jaiga.or.jp/

三重 農業 24200 三重県酪農業協同組合連合会 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

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

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

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

三重 農業 24901 三重県養鶏協会 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

三重 農業 24999
三重県農業経営相談所
（（公財）三重県農林水産支援センタ－）

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

三重 林業 24300 三重県森林組合連合会 津市桜橋 1-104 総務課 059-227-7355 森林組合及び森林組合員に限る

三重 林業 24900 三重県林業種苗協同組合連合会 津市 桜橋1丁目 104  県林業会館内 059-228-7387
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三重 林業 24902 三重県木材協同組合連合会 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

三重 水産業 24600 三重県漁業協同組合連合会 津市 広明町323-1三重県水産会館 059-228-1205 http://www.miegyoren.or.jp/

三重 水産業 24601 木曽岬漁業協同組合 桑名郡木曽岬町 大字原縁輪中６ 0596-68-8013

三重 水産業 24602 伊曽島漁業協同組合 桑名市 長島町白鶏字佐藤１－１ 0594-45-0511

三重 水産業 24603 城南漁業協同組合 桑名市 大字大貝須３４ 0594-22-1721

三重 水産業 24604 赤須賀漁業協同組合 桑名市 大字赤須賀８６－２１ 0594-22-0515 http://www.akasuka-g.jp/

三重 水産業 24605 四日市市漁業協同組合 四日市市 大字塩浜字午高２９１４地先 059-345-1571

三重 水産業 24606 鈴鹿市漁業協同組合 鈴鹿市 白子１－６２８１－２ 059-387-2075

三重 水産業 24607 白塚漁業協同組合 津市 白塚町４８８２－４ 059-232-3027

三重 水産業 24608 香良洲漁業協同組合 津市 香良洲町５２７６－２ 059-292-3331

三重 水産業 24609 松阪漁業協同組合 松阪市 新松ヶ島町６２０－５５ 0598-51-2382

三重 水産業 24610 伊勢湾漁業協同組合 伊勢市 有滝町２０２１ 0596-37-2175

三重 水産業 24611 鳥羽磯部漁業協同組合 鳥羽市 鳥羽４－２３６０－１６ 0599-25-2328 https://jf-tiss.net/

三重 水産業 24612 三重外湾漁業協同組合 度会郡南伊勢町 奈屋浦３番地 0596-72-0047 http://miegaiwan.or.jp/

三重 水産業 24613 熊野漁業協同組合 熊野市 遊木町３３８－２ 0597-87-0015 http://www.kumano-gyokyou.com/

三重 水産業 24614 紀南漁業協同組合 南牟婁郡紀宝町 鵜殿２３９－１３ 0735-32-3715

三重 水産業 24616 三重県真珠養殖漁業協同組合 志摩市 志摩町和具1896-36 0599-85-0865 http://miepearl.sakura.ne.jp/company/index.html

三重 水産業 24617 神明真珠養殖漁業協同組合 志摩市 阿児町神明615-7 0599-43-1010 https://www.shinmei-shinju.or.jp/index.html

三重 水産業 24618 立神真珠養殖漁業協同組合 志摩市 阿児町立神2046-14 0599-45-2731 http://www.tategami-akoya-pearl.com/

三重 水産業 24619 船越真珠養殖漁業協同組合 志摩市 大王町船越1828-19 0599-72-2621

三重 水産業 24620 片田真珠養殖漁業協同組合 志摩市 志摩町片田1002-1 0599-85-2910

三重 水産業 24621 越賀真珠漁業協同組合 志摩市 志摩町越賀620 0599-85-1211

滋賀 農業 25012 レーク大津農業協同組合 大津市打出浜 14-1
営農経済部　農業振
興課

077-525-4344 http://www.lakeootu.jas.or.jp

滋賀 農業 25010 草津市農業協同組合 草津市上笠四町目 3-17 草津市農業協同組合 077-562-3199 http://www.ja-kusatsu.or.jp/

滋賀 農業 25001 栗東市農業協同組合 栗東市小野 493-1
農業支援部　営農購
買課

077-552-5290 http://ja-ritto.jp/

滋賀 農業 25015 おうみ冨士農業協同組合 守山市洲本町 1769-1 営農経済部　営農課 077-585-4991 https://www.ja-ohmifuji.or.jp/

滋賀 農業 25014 甲賀農業協同組合 甲賀市水口町水口 6111-1
営農経済部　営農購
買課

0748-62-0720 https://ja-kouka.shinobi.or.jp/

滋賀 農業 25008 グリーン近江農業協同組合 近江八幡市鷹飼町北 4-12-2
営農事業部 営農振
興課

0748-33-8453 https://www.jagreenohmi.jas.or.jp/

滋賀 農業 25013 滋賀蒲生町農業協同組合 東近江市市子殿町 240 営農販売課 0748-55-1317 http://ja-shigagamou.jp/

滋賀 農業 25005 東能登川農業協同組合 東近江市垣見町 818 購買課 0748-42-1345 https://www.e-notogawa.jas.or.jp

滋賀 農業 25009 湖東農業協同組合 東近江市池庄町 507 営農販売課 0749-45-1111 https://www.ja-koto.or.jp/

滋賀 農業 25016 東びわこ農業協同組合 彦根市川瀬馬場町 922-1
営農経済部　営農振
興課

0749-28-7851 http://www.east.jas.or.jp/

滋賀 農業 25002 レーク伊吹農業協同組合 長浜市加田町 3143 経済部　営農企画課 0749-63-2101 http://www.ja-lakeibuki.or.jp/

滋賀 農業 25004 北びわこ農業協同組合 長浜市湖北町速水 2721
営農経済部　営農振
興課

0749-78-2415 http://www.jakitabiwako.jp/

滋賀 農業 25006 マキノ町農業協同組合 高島市マキノ町沢 1350-1 経済部　営農販売課 0740-27-1190 http://ja-makino.or.jp

滋賀 農業 25007 今津町農業協同組合 高島市今津町日置前 4684 経済部 0740-22-4545 www.imazu.jas.or.jp/
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滋賀 農業 25011 新旭町農業協同組合 高島市新旭町旭 1-10-5 営農経済部 0740-25-2628 http://www.ja-shinasahi.or.jp/

滋賀 農業 25003 西びわこ農業協同組合 高島市安曇川町青柳 836 営農部　営農販売課 0740-32-1260 http://ja-nishibiwako.or.jp/

滋賀 農業 25901 滋賀県養鶏協会 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

滋賀 農業 25902 近江しゃも普及推進協議会 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/oumisyamoHP/
・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

滋賀 農業 25999
滋賀県農業再生協議会
（しがの農業経営相談所）

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

滋賀 林業 25300 滋賀県森林組合連合会 大津市におの浜 4-1-20 総務課 077-522-4658 http://www. Shigamori.or.jp
契約日記載なし
組合員に限る　午前９時～午後5時

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

滋賀 水産業 25600 滋賀県漁業協同組合連合会 大津市 におの浜4-4-23 077-524-2418 http://www.jfshiga.com/

滋賀 水産業 25601 滋賀県河川漁業協同組合連合会 大津市 におの浜4-4-23　水産会館 077-522-0126 http://shigakasen.com/

滋賀 水産業 25602 滋賀県淡水養殖漁業協同組合 大津市 におの浜4丁目4-23水産会館2F 077-521-4193 http://www.eonet.ne.jp/~shigatansui/

滋賀 水産業 25903 全国鮎養殖漁業組合連合会 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

京都 農業 26004 京都市農業協同組合 京都市右京区西院西溝崎町 24 営農経済部 075-754-6176 https://ja-kyotocity.or.jp

京都 農業 26005 京都中央農業協同組合 長岡京市開田 4-14-8 本店経済部 075-955-8575 www.kyo-ja.com

京都 農業 26002 京都やましろ農業協同組合 京田辺市田辺鳥本 1-2 営農部　営農指導課 0774-62-5890 httpｓ://ja-yamasiro.com

京都 農業 26001 京都丹の国農業協同組合 綾部市宮代町前田 20
営農経済部 営農支
援販売課

0773-42-1813 https://ja-kyotoninokuni.or.jp

京都 農業 26003 京都農業協同組合 亀岡市余部町天神又 2 営農部 0771-22-6985 https://jakyoto.com/

京都 農業 26901 京都府養鶏協会 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/

京都 農業 26999
一般社団法人　京都府農業会議
（京都府農業経営相談所）

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）

京都 農業 26300 京都府森林組合連合会 京都市中京区西ノ京樋ノ口町 123 075-841-1030 森林組合及び森林組合員に限る

京都 林業 26902 一般社団法人　京都府木材組合連合会 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。

京都 林業 26903 京都府特用林産振興連絡会 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

京都 林業 26900 京都府山林種苗緑化樹組合 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/

京都 水産業 26600 京都府漁業協同組合 舞鶴市 字下安久1013番地の1 0773-77-2202

京都 水産業 26601 京都府内水面漁業協同組合連合会 京都市 下京区朱雀分木町市有地関連10号棟2階 075-311-6783 http://kyoto.naisuimen.jp/

大阪 農業 27001 北大阪農業協同組合 吹田市山田西 4-15-1
営農生活部　営農経
済課

06-6877-5145 https://ja-kitaosaka.or.jp/

大阪 農業 27007 高槻市農業協同組合 高槻市野田 4-30-10
営農経済部　営農支
援課

072-671-1234 https://www.ja-takatsuki.or.jp/

大阪 農業 27008 茨木市農業協同組合 茨木市西福井 2003/1/27 営農経済部　指導課 072-641-9050 http://www.osaka-ja.co.jp/ja/ibaraki

大阪 農業 27009 大阪北部農業協同組合 池田市中河原町 331-1 営農生活部　営農課 072-748-1701 https://www.ja-osakahokubu.or.jp

大阪 農業 27010 堺市農業協同組合 堺市中区陶器北 56-2
営農経済部営農経済
渉外課

072-234-1900 http://www.ja-sakai.or.jp
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大阪 農業 27004 大阪南農業協同組合 南河内郡太子町大字太子 1885-1 営農部　営農指導課 0721-80-3386 https://www.ja-osakaminami.or.jp/

大阪 農業 27011 九個荘農業協同組合 寝屋川市高柳 2001/1/24 経済指導課 072-839-2111 http://www.osaka-ja.co.jp/ja/kukasyo/

大阪 農業 27002 グリーン大阪農業協同組合 東大阪市菱江 2-5-52
営農経済部　営農経
済課

072-962-8126 https://www.ja-greenosaka.or.jp/

大阪 農業 27006 大阪東部農業協同組合 大東市野崎 4-3-1 営農経済部 072-878-6660 ｈｔｔｐｓ://www.ja-osakatobu.or.jp

大阪 農業 27012 大阪市農業協同組合 大阪市平野区加美鞍作 2-2-1
営農生活部　営農販
売課

06-6794-3229 http://www.osakashi.jaosk.jp/

大阪 農業 27003 大阪泉州農業協同組合 泉佐野市松風台 3-4550-2 営農経済部農政課 072-458-2255 www.osaka-ja.co.jp/ja/sensyu/

大阪 農業 27013 大阪中河内農業協同組合 八尾市服部川 1－34－1 営農経済部 072-941-8288 www. ja-osaka-nakakawachi. or. jp

大阪 農業 27014 北河内農業協同組合 枚方市招提北町 1-2260
営農生活部　営農指
導課

072-836-7777 https://www.ja-kitakawachi.or.jp/

大阪 農業 27005 いずみの農業協同組合 岸和田市山直中町 1000-1
営農経済部　指導販
売課

072-444-8001 http://www.ja-izumino.or.jp

大阪 農業 27900 一般社団法人　大阪府畜産会 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

大阪 農業 27999
一般社団法人　大阪府みどり公社
（大阪府農業経営相談所）

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）

大阪 林業 27300 大阪府森林組合 高槻市原 1052番地の1 総務部 072-698-0950 http://www.o-forest.org

大阪府森林組合正組合員及び準組合員または
大阪府森林組合が補助対象者として認める林
業事業体に限る
（月～金）午前8：45～午後5：30

大阪 水産業 27600 大阪府漁業協同組合連合会 岸和田市 地藏浜町１１－１ 072-422-4763 http://www.osakagyoren.or.jp/

大阪 水産業 27601 大阪市漁業協同組合 大阪市此花区 常吉2丁目10-12 06-6462-5912 http://www.osakashigyokyo.or.jp/

大阪 水産業 27602 大阪住吉漁業協同組合 大阪市住之江区 新北島2丁目1-8 06-6681-2843

大阪 水産業 27604 堺市漁業協同組合 堺市堺区 大浜西町23 072-232-1945

大阪 水産業 27605 堺市出島漁業協同組合 堺市堺区 出島西町1丁 072-241-5058

大阪 水産業 27606 堺市浜寺漁業協同組合 堺市西区 浜寺石津町西4丁4-1 072-241-6507

大阪 水産業 27607 高石市漁業協同組合 高石市 高師浜2丁目12-25 072-261-1791

大阪 水産業 27608 泉大津漁業協同組合 泉大津市 汐見町116 0725-32-2310

大阪 水産業 27609 忠岡漁業協同組合 泉北郡忠岡町 新浜1丁目1564-3 0725-32-0459

大阪 水産業 27610 春木漁業協同組合 岸和田市 臨海町20 072-422-1148

大阪 水産業 27611 岸和田市漁業協同組合 岸和田市 地蔵浜11-1 072-422-0638

大阪 水産業 27612 北中通漁業協同組合 泉佐野市 新浜町4-5 072-464-3637

大阪 水産業 27613 泉佐野漁業協同組合 泉佐野市 新町2丁目5187-101 072-462-3025 http://izumisano-gyokyou.com/

大阪 水産業 27614 田尻漁業協同組合 泉南郡田尻町 りんくうﾎﾟｰﾄ北1番地 072-465-0071 http://www.tajiriport.com/

大阪 水産業 27615 岡田浦漁業協同組合 泉南市 岡田5丁目39-11 072-484-2121 http://okadaura.org/

大阪 水産業 27616 樽井漁業協同組合 泉南市 りんくう南浜2番202 072-483-5519

大阪 水産業 27617 尾崎漁業協同組合 阪南市 尾崎町3丁目27-14 072-472-0137

大阪 水産業 27618 西鳥取漁業協同組合 阪南市 鳥取1115 072-472-0009

大阪 水産業 27619 下荘漁業協同組合 阪南市 箱作3341 072-476-0473 https://shimoshou-gyokyou.com
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大阪 水産業 27620 淡輪漁業協同組合 泉南郡岬町 淡輪4582の地先 072-494-3069 http://www.tannowa.or.jp/kumiai.html

大阪 水産業 27621 深日漁業協同組合 泉南郡 岬町深日2917 072-492-2052 http://www.fuke-gyokou.com/

大阪 水産業 27622 谷川漁業協同組合 泉南郡岬町 多奈川谷川2925-6 072-495-5032

大阪 水産業 27623 小島漁業協同組合 泉南郡岬町 多奈川小島597 072-495-5019 http://kojimagyokyo.com/

大阪 水産業 27624 大阪府鰮巾着網漁業協同組合 岸和田市 地藏浜町7番1号 巾着会館2階 072-423-2518 http://www.iwashikincyaku.com/

兵庫 農業 28009 みのり農業協同組合 加東市社 1777-1 営農部営農企画課 0795-42-5144 www.ja-minori.jp

兵庫 農業 28006 丹波ひかみ農業協同組合 丹波市氷上町市辺 440
営農経済部　営農振
興課

0795-82-5349 https://ja-tanbahikami.or.jp/

兵庫 農業 28004 兵庫西農業協同組合 姫路市三左衛門堀西の町 216
営農販売部　営農販
売企画課

079-281-5711 www.ja-hyogonishi.com/

兵庫 農業 28001 相生市農業協同組合 相生市大石町 19-1 企画管理部 0791-22-0690 http://www.jaaioi.com/

兵庫 農業 28010 ハリマ農業協同組合 宍粟市一宮町東市場 429-1 経済部営農販売課 0790-72-1234 http://ja-harima.jp/

兵庫 農業 28003 たじま農業協同組合 豊岡市九日市上町 550-1
営農生産部　水田農
業振興課

0796-24-6671 http://www.ja-tajima.or.jp

兵庫 農業 28011 淡路日の出農業協同組合 淡路市志筑 3112-14
営農販売部営農相談
課

0799-62-6200 https://www.ja-awajihinode.com

兵庫 農業 28002 あわじ島農業協同組合 南あわじ市市青木 18-1 営農部 0799-42-5211 http://www.ja-awajishima.or.jp/

兵庫 農業 28007 兵庫六甲農業協同組合 神戸市北区有野中町 2-12-13 営農経済事業部 0789-81-6871 https://www.jarokko.or.jp/

兵庫 農業 28012 あかし農業協同組合  明石市大久保町駅前 1-7-4 本店　経済課 078-934-5800 http://www.ja-akashi.or.jp/

兵庫 農業 28005 兵庫南農業協同組合 加古郡稲美町北山 1243-1
営農経済部アグリ支
援課

079-496-5788 http://www.ja-hyogominami.com

兵庫 農業 28008 加古川市南農業協同組合 加古川市野口町野口 38-1 営農経済部 0794-22-7244 https://www.jakakogawaminami.com/

兵庫 農業 28013 兵庫みらい農業協同組合 加西市玉野町 1156-1
営農経済部　あぐり
創生課

0790-47-1282 http://www.hyogomirai.com/

兵庫 農業 28014 丹波ささやま農業協同組合 丹波篠山市八上上 700
営農経済部　営農指
導課

079-556-2355 https://www.ja-tanbasasayama.or.jp/

兵庫 農業 28201 兵庫県酪農農業協同組合 神戸市西区伊川谷町潤和 1058 指導購買課 078-976-5011 http://hyoraku.or.jp/

兵庫 農業 28200 ハイクオリティミルク農業協同組合 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/

兵庫 農業 28901 公益社団法人兵庫県畜産協会 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

兵庫 農業 28999
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）

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

兵庫 林業 28900 兵庫県林業種苗協同組合 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

兵庫 林業 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)

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

兵庫 水産業 28600 坊勢漁業協同組合 姫路市 家島町坊勢697 079-326-0231

兵庫 水産業 28601 洲本炬口漁業協同組合 洲本市 炬口1-1-1 0799-22-0367

兵庫 水産業 28602 東二見漁業協同組合 明石市 二見町東二見2017-7 078-942-2020

兵庫 水産業 28603 室津浦漁業協同組合 淡路市 室津字宮田2534番地先 0799-84-0014

兵庫 水産業 28604 播磨町漁業協同組合 加古郡播磨町 古宮768 078-942-1912

兵庫 水産業 28605 沼島漁業協同組合 南あわじ市 沼島2367-2 0799-57-0246
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兵庫 水産業 28606 森漁業協同組合 淡路市 久留麻2205-5 0799-74-2105

兵庫 水産業 28607 但馬漁業協同組合 美方郡香美町 香住区若松747 0796-36-1331

兵庫 水産業 28608 浜坂漁業協同組合 美方郡新温泉町 芦屋663-1 0796-82-3020

兵庫 水産業 28609 明石浦漁業協同組合 明石市 岬町33-1 078-9121771

兵庫 水産業 28610 林崎漁業協同組合 明石市 林3-19-27 078-922-2510

兵庫 水産業 28611 育波浦漁業協同組合 淡路市 育波148-3 0799-84-0031

兵庫 水産業 28612 神戸市漁業協同組合 神戸市 垂水区平磯3-1-10 078-706-0456

兵庫 水産業 28613 淡路島岩屋漁業協同組合 淡路市 岩屋1414-1 0799-72-3046

兵庫 水産業 28614 湊漁業協同組合 南あわじ市 湊1100 0799-36-2010

兵庫 水産業 28615 室津漁業協同組合 たつの市 御津町室津493-2 079-324-0231

兵庫 水産業 28616 一宮町漁業協同組合 淡路市 郡家1355 0799-85-0002

兵庫 水産業 28617 兵庫県内水面漁業協同組合連合会 神戸市 中央区北長狭通5-5-12　県土地改良会館３階 078-341-8899 http://hyougo-naisuimen.sakura.ne.jp/

兵庫 水産業 28618 由良町漁業協同組合 洲本市 由良1-20-29 0799-27-0555

兵庫 水産業 28619 相生漁業協同組合 相生市 相生3-4-22 0791-22-0344

兵庫 水産業 28620 家島漁業協同組合 姫路市 家島町宮110-1 079-325-0007

兵庫 水産業 28621 浅野浦漁業協同組合 淡路市 斗ノ内1694 0799-82-0064

兵庫 水産業 28622 津名漁業協同組合 淡路市 生穂1553-7 0799-64-0107

兵庫 水産業 28623 五色町漁業協同組合 洲本市 五色町鳥飼浦1-2 0799-34-0331

兵庫 水産業 28624 赤穂市漁業協同組合 赤穂市 御崎1798-1 0791-45-2260

兵庫 水産業 28625 富島漁業協同組合 淡路市 富島字小倉浜940 0799-82-0018

兵庫 水産業 28626 仮屋漁業協同組合 淡路市 仮屋112-1 0799-74-2057

兵庫 水産業 28627 南淡漁業協同組合 南あわじ市 灘土生45 0799-56-0002

兵庫 水産業 28628 江井ヶ島漁業協同組合 明石市 大久保町江井島418-6 078-946-1313

兵庫 水産業 28629 伊保漁業協同組合 高砂市 高須18-8 079-447-3001

兵庫 水産業 28630 岩見漁業協同組合 たつの市 御津町岩見1308-5 079-322-0024

兵庫 水産業 28631 南あわじ漁業協同組合 南あわじ市 阿那賀1463-6 0799-39-0005

兵庫 水産業 28632 福良漁業協同組合 南あわじ市 福良丙28 0799-52-0064

兵庫 水産業 28633 西二見漁業協同組合 明石市 二見町西二見1003-2 078-943-1105

兵庫 水産業 28634 高砂漁業協同組合 高砂市 高砂町材木町1198 079-442-0278

奈良 農業 29001 奈良県農業協同組合 奈良市大森町 57-3
営農経済総合部　営
農経済総合課

0742-27-4413 www.ja-naraken.or.jp

奈良 農業 29999
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）

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）

奈良 林業 29300 奈良県森林組合連合会 奈良市内侍原町 6-1 総務課 0742-26-0541 https://www.naramori.or.jp 組合員に限る

奈良 林業 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）

橿原市 城殿町459番地 0744-26-0202 https://narawoodjob.wixsite.com/nara-roukaku

奈良 林業 29901 奈良県山林種苗協同組合 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
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奈良 水産業 29600 奈良県漁業協同組合連合会 奈良市 芝辻町85-10　自由民主会館３階 0742-22-1410 https://naragyoren.com/

和歌山 農業 30007 わかやま農業協同組合 和歌山市栗栖 642 営農生活部 073-473-9402 http//www.ja-wakayama.or.jp/

和歌山 農業 30005 ながみね農業協同組合 海南市大野中 718-1 経済部　営農販売課 073-483-0945 http://www.ja-nagamine.or.jp/

和歌山 農業 30006 紀の里農業協同組合 紀の川市打田 1414 営農部　営農指導課 0736-77-0810 https://www.ja-kinosato.or.jp

和歌山 農業 30001 紀北川上農業協同組合 橋本市名古曽 925-1 営農販売部　営農課 0736-43-2555 http//www.ja-kihokukawakami.or.jp

和歌山 農業 30008 ありだ農業協同組合 有田郡有田川町大字天満 47-1
営農販売部　営農指
導課

0737-53-2323 http://www.ja-arida.or.jp/

和歌山 農業 30002 みくまの農業協同組合 東牟婁郡那智勝浦町朝日 2-249
営農経済部　営農販
売課

0735-52-1177 http://www.ja-mikumano.or.jp/

和歌山 農業 30003 紀南農業協同組合 田辺市朝日ヶ丘 24-17 指導部　営農指導課 0739-23-3450 http://www.ja-kina.or.jp

和歌山 農業 30004 紀州農業協同組合 御坊市名田町上野 1077-8
営農対策部　営農企
画課

0738-20-9018 https://ja-kisyuu.or.jp/

和歌山 農業 30902 公益社団法人畜産協会わかやま 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

和歌山 農業 30903 和歌山県養鶏協会 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

和歌山 農業 30904 紀ノ川農業協同組合 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）

和歌山 農業 30999
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）

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）

和歌山 林業 30300 西牟婁森林組合 田辺市鮎川 597-101 0739-49-0221
西牟婁森林組合の組合員に限る
9:00～17:00

和歌山 林業 30301 中辺路町森林組合 田辺市中辺路町川合 1434-1 管理課 0739-64-0018 組合員に限る。

和歌山 林業 30302 那智勝浦町森林組合 東牟婁郡那智勝浦町大野 2228 総務課 0735-56-0112 受付時間午前8時半～午後5時

和歌山 林業 30303 大辺路森林組合 西牟婁郡白浜町日置 980-1 0739-52-3424
組合員に限る。
受付時間午前8時半～午後5時

和歌山 林業 30304 和歌山県森林組合連合会 和歌山市湊通丁南 四丁目18番地 総務課 073-424-4351
森林組合および森林組合員並びにその他の林
業者に限る

和歌山 林業 30305 広川町森林組合 有田郡広川町下津木 936-1
広川町森林組合事務
局

0737-67-2005 8:30～17:30

和歌山 林業 30306 本宮町森林組合 田辺市本宮町切畑 358 0735-43-0344
組合員及びその他の林業者に限る
9:00～15:00

和歌山 林業 30307 龍神村森林組合 田辺市龍神村東 401 総務課 0739-78-0246 http://www.ryujin-shinrin.jp/index.html
森林組合員に限る
午前8時～午後5時
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和歌山 林業 30308 新宮市森林組合 新宮市木ノ川 468 0735-31-3037
組合員に限る。
8:30～17:30

和歌山 林業 30309 紀中森林組合 日高郡日高川町寒川 223 総務課 0738-58-0014 http://kichu-forest.com
組合員及びその他の林業者に限る
9:00～17:00

和歌山 林業 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）

西牟婁郡上富田町 生馬1504-1 0739 - 83 - 2022 http://www.aikis.or.jp/~kinokuni/

和歌山 林業 30901 和歌山県山林種苗協同組合 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

和歌山 水産業 30600 和歌山県漁業協同組合連合会 和歌山市 雑賀屋町東ノ丁30　水産会館 073-431-5101 http://wkgyoren.com/

和歌山 水産業 30601 加太漁業協同組合 和歌山市 加太1271-2先無番地 073-459-0062 http://www.jf-kada.com/

和歌山 水産業 30602 西脇漁業協同組合 和歌山市 本脇海岸地先 073-455-1832

和歌山 水産業 30603 雑賀崎漁業協同組合 和歌山市 雑賀崎1162 073-444-2282 http://jf-saikazaki.jp/tyokubai.html

和歌山 水産業 30604 和歌山北漁業協同組合 和歌山市 市田野367-4地先 073-444-0867

和歌山 水産業 30605 和歌浦漁業協同組合 和歌山市 新和歌浦4-12 073-445-1621

和歌山 水産業 30606 海南市漁業協同組合 海南市 下津町塩津174-5 073-492-2117

和歌山 水産業 30607 有田箕島漁業協同組合 有田市 宮崎町2405 0737-83-5555 http://jfam.web.fc2.com/

和歌山 水産業 30608 湯浅湾漁業協同組合 有田郡湯浅町 湯浅3029 0737-62-4581

和歌山 水産業 30609 紀州日高漁業協同組合 御坊市 塩屋町南塩屋450-4 0738-22-0451 https://jf-kishuhidaka.or.jp/

和歌山 水産業 30610 由良町漁業協同組合 日高郡由良町 神谷107 0738-65-1025

和歌山 水産業 30611 比井崎漁業協同組合 日高郡日高町 阿尾178-10 0738-64-2231

和歌山 水産業 30612 三尾漁業協同組合 日高郡美浜町 三尾873-5 0738-62-2201

和歌山 水産業 30613 和歌山南漁業協同組合 田辺市 江川43-35 0739-22-8520 http://wakayamaminami.com/index.html

和歌山 水産業 30614 新庄漁業協同組合 田辺市 新庄町2827-3 0739-22-2057

和歌山 水産業 30615 堅田漁業協同組合 西牟婁郡白浜町 堅田2520 0739-22-2057

和歌山 水産業 30616 和歌山東漁業協同組合 東牟婁郡串本町 串本1884 0735-62-0080 http://www.jf-wakayamahigashi.jp/

和歌山 水産業 30617 太地町漁業協同組合 東牟婁郡太地町 太地3167-7 0735-59-2340 http://www.cypress.ne.jp/jf-taiji/

和歌山 水産業 30618 紀州勝浦漁業協同組合 東牟婁郡那智勝浦町 築地7-8-2 0735-52-0951

和歌山 水産業 30619 宇久井漁業協同組合 東牟婁郡那智勝浦町 宇久井375-1 0735-54-0008 http://www.zc.ztv.ne.jp/cm4f6i7a/

和歌山 水産業 30620 三輪崎漁業協同組合 新宮市 三輪崎1-16-17 0735-31-7019

和歌山 水産業 30621 新宮漁業協同組合 新宮市 王子町3-10-6 0735-22-8622

和歌山 水産業 30622 和歌山県内水面漁業協同組合連合会 紀の川市 桃山町調月32-3 0736-66-0477 https://naisuimen.com/

鳥取 農業 31001 鳥取いなば農業協同組合 鳥取市湖山町東 5-261 営農部　営農企画課 0857-32-1142  http://www.jainaba.com/

鳥取 農業 31002 鳥取西部農業協同組合 米子市東福原 1-5-16 営農部営農企画課 0859-37-5846 http://www.ja-tottoriseibu.or.jp

鳥取 農業 31003 鳥取中央農業協同組合 倉吉市越殿町 1409
営農企画部　営農企
画課

0858-23-3019 http://www.ja-tottorichuou.or.jp/

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

鳥取 農業 31999 鳥取県農業経営相談所 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

鳥取 林業 31300 鳥取県森林組合連合会 鳥取市湖山町西 2-413 販売課 0857-28-0121 http://www.torimori.com/ 鳥取県内の林業関係者に限る

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

鳥取 水産業 31600 鳥取県漁業協同組合 鳥取市 賀露町西４丁目1806 0857-28-0111 http://www.ttgyokyo.jf-net.ne.jp/

鳥取 水産業 31601 田後漁業協同組合 岩美郡岩美町 大字田後68番地 0857-72-1531 ―
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鳥取 水産業 31602 赤碕町漁業協同組合 東伯郡琴浦町 赤碕1735番地先 0858-55-0421 ―

鳥取 水産業 31603 天神川漁業協同組合 倉吉市 西倉吉町7-12 0858-28-1011

島根 農業 32001 島根県農業協同組合 出雲市斐川町直江 5030
営農対策部　営農指
導企画課

0853-25-8140 http://ja-shimane.jp/

島根 農業 32200 邑智郡酪農農業協同組合 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

島根 農業 32999 島根県農業経営相談所 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/

島根 林業 32300 島根県森林組合連合会 松江市母衣町 55番地 総務課 0852-21-6247 https://www.shimamori.or.jp 会員森林組合に限る

島根 林業 32900 一般社団法人島根県木材協会 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

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

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

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

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

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

島根 林業 32906 島根県林業種苗協同組合 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

島根 水産業 32600 漁業協同組合ＪＦしまね 松江市 御手船場町575番地 0852-21-0001 http:ｗｗｗ.jf-shimane.or.jp/

島根 水産業 32601 海士町漁業協同組合 隠岐郡海士町 大字福井776-17 08514-2-1333 ―

島根 水産業 32602 中海漁業協同組合 八束郡東出雲町 大字下意東548-5 0852-52-2172 ―

島根 水産業 32603 島根県内水面漁業協同組合連合会 益田市 神田町イ614　高津川漁協内 0856-25-2911

岡山 農業 33001 晴れの国岡山農業協同組合 倉敷市玉島八島 1510-1 営農部　営農振興課 086-476-1837 https://www.ja-hareoka.or.jp お問い合わせは、各広域営農経済センターへ

岡山 農業 33002 岡山市農業協同組合 岡山市北区大供表町 1-1 営農部　指導課 0862-25-3224 https://www.ja-okayama.or.jp

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

岡山 農業 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）

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/ ・岡山県農業経営者会議会員に限る

岡山 農業 33999 岡山県農業経営相談所 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/

岡山 林業 33300 岡山県森林組合連合会 岡山市北区岡南町 2丁目5番10号 総務部　企画指導課 086-222-7671 http://www.okmoriren.or.jp/
森林組合員及び組合員に限る
8:30～17:00

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

岡山 林業 33902 一般社団法人岡山県木材組合連合会 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

岡山 水産業 33601 日生町漁業協同組合 備前市 日生町日生801-4 0869-72-1181 https://www.hinase.net/

岡山 水産業 33603 邑久町漁業協同組合 瀬戸内市 邑久町虫明4256 0869-25-0231 http://www.jfoku.or.jp/

岡山 水産業 33604 牛窓町漁業協同組合 瀬戸内市 牛窓町牛窓3909-1 0869-34-3065 http://jf-ushimado.moo.jp/

岡山 水産業 33606 九蟠漁業協同組合 岡山市 東区九蟠1145 086-948-2073

岡山 水産業 33607 岡山市漁業協同組合 岡山市 中区新築港1-13 086-277-4747

岡山 水産業 33608 小串漁業協同組合 岡山市 南区小串3385-31 086-269-2021 http://kogushi.jp/gyokyo/

岡山 水産業 33609 胸上漁業協同組合 玉野市 胸上1808 0863-41-1535

岡山 水産業 33610 たまの漁業協同組合 玉野市 田井5-47-2 0863-21-3737

岡山 水産業 33611 児島漁業協同組合 倉敷市 大畠1-1706-2 086-479-9906

岡山 水産業 33612 本田之浦吹上漁業協同組合 倉敷市 下津井田之浦2-1-3 086-479-9068
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岡山 水産業 33613 第一田之浦吹上漁業協同組合 倉敷市 下津井田之浦2-1-3 086-479-9039

岡山 水産業 33614 第一下津井漁業協同組合 倉敷市 下津井1-348-5 086-479-8320

岡山 水産業 33615 下津井漁業協同組合 倉敷市 下津井1-9-8 086-479-9301

岡山 水産業 33616 下西漁業協同組合 倉敷市 下津井2-4-67 086-479-9004

岡山 水産業 33617 黒崎連島漁業協同組合 倉敷市 玉島黒崎5468 086-528-0511

岡山 水産業 33618 寄島町漁業協同組合 浅口市 寄島町13003-38 0865-54-2030

岡山 水産業 33619 大島美の浜漁業協同組合 笠岡市 大島中1839-5 0865-67-1009

岡山 水産業 33620 笠岡市漁業協同組合 笠岡市 神島外浦3230-8 0865-67-2006

岡山 水産業 33622 岡山県内水面漁業協同組合連合会 岡山市 北区内山下2-11-18　岡山共済会館 086-225-2562

広島 農業 34006 安芸農業協同組合 広島市安芸区阿戸町 2601-2
営農経済部　営農指
導販売課

0828-20-8112 http://www.ja-aki.jp/

広島 農業 34003 佐伯中央農業協同組合 廿日市市宮内 4473-1 経済部　営農販売課 0829-39-3215 http://www.ja-saikichuo.or.jp/

広島 農業 34008 広島中央農業協同組合 東広島市西条中央 5-8-10
営農販売部　営農支
援センター

082-423-5913

広島 農業 34004 芸南農業協同組合 東広島市安芸津町木谷 4127-5
芸南農業協同組合
経済部　指導課

0846-45-3360 http://www.ja-geinan.or.jp/

広島 農業 34007 広島ゆたか農業協同組合 呉市豊町大長 5915-8 営農販売部 0823-66-2013 http://www.ja-h-yutaka.or.jp/

広島 農業 34009 三次農業協同組合 三次市廻神町 3370
営農経済部　営農企
画課

0824-66-3852 http://www.ja-miyoshi.or.jp

広島 農業 34002 庄原農業協同組合 庄原市西本町 2-14-1
営農販売部　営農振
興課

0824-72-5654 http://www.ja-shobara.or.jp

広島 農業 34005 広島市農業協同組合 広島市安佐南区中筋 3-26-16
営農経済部　営農振
興課

082-870-5893 https://www.ja-hiroshimashi.or.jp

広島 農業 34010 呉農業協同組合 呉市西中央 1-2-25 経済部　営農販売課 0823-22-5176 http://www.ja-kure.or.jp

広島 農業 34011 福山市農業協同組合 福山市花園町 2-7-1
営農経済部　組合員
課

084-924-2214 http://www.jafukuyama.or.jp

広島 農業 34012 三原農業協同組合 三原市皆実 4-7-28 経済部　営農課 0848-63-3438 https://www.jamihara.or.jp/

広島 農業 34013 尾道市農業協同組合 尾道市東尾道 13-1
営農経済部　営農販
売課

0848-20-2811 https://ja-onomichi.or.jp/

広島 農業 34001 広島北部農業協同組合 安芸高田市美土里町横田 4227-9 営農部　指導販売課 0826-54-0814 https://www.ja-hh.or.jp/

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

広島 農業 34999 広島県農業経営者サポートセンター 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/

広島 林業 34300 広島県森林組合連合会 広島市中区鉄砲町 4-1 指導総務課 082-228-5111 http://www.hiroshima-moriren.or.jp/
森林組合及び森林組合員並びにその他の林業
者に限る

広島 林業 34900 広島県樹苗農業協同組合 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

広島 水産業 34600 広島県漁業協同組合連合会 広島市 西区扇2丁目1-9 082-278-5588 http://www.hs-gyoren.jp/

広島 水産業 34601 広島県内水面漁業協同組合連合会 広島市 中区大手町2-9-6  水産会館 082-249-1185 http://www.naigyoren.or.jp/

広島 水産業 34602 八幡川漁業協同組合 山県郡北広島町 大暮85－3（大暮養魚場内） 0826-38-0734

山口 農業 35001 山口県農業協同組合 山口市小郡下郷 2139
営農販売事業本部
営農指導部　営農企

083-976-6857 https://www.ja-ymg.or.jp/

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

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

山口 農業 35901 山口県養鶏協会 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

山口 農業 35999 やまぐち農業経営支援センター 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/

山口 林業 35300 山口県森林組合連合会 山口市駅通り 2-4-17 総務課 083-922-1955 http://www.ykenshin.or.jp/
林業事業体及び森林組合員に限る
8:30～17：00
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山口 林業 35900 山口県樹苗生産農業協同組合 山口市 葵2丁目 5-69 山口県葵庁舎内 083-922-5108

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

山口 水産業 35600 山口県漁業協同組合 下関市 大和町1丁目16-1　下関漁港ビル 083-261-6612 http://www.jf-ymg.or.jp/

山口 水産業 35602 岩国市漁業協同組合 岩国市 中津町2丁目15-25 0827-22-3238 ―

山口 水産業 35603 新宇部漁業協同組合 宇部市 港町2丁目2-42 0836-21-1526 ―

山口 水産業 35604 山口県内水面漁業協同組合連合会 山口市 仁保下郷740-1 083-929-0318 http://yamaguchinaisuimen.justhpbs.jp/

山口 水産業 35605 角島漁業協同組合 下関市 豊北町大字角島2171-3 083-786-2311

徳島 農業 36012 徳島市農業協同組合 徳島市万代町 5-71－1 営農経済部 088-622-6337 https://ja-tcc.or.jp

徳島 農業 36013 名西郡農業協同組合 名西郡石井町高川原字高川原 218 経済部 088-674-2121 http://www.ja-myouzai.jp

徳島 農業 36006 板野郡農業協同組合 板野郡上板町神宅字宮ノ北 22
営農経済部　営農企
画課

088-694-7208 http://ja-itanogun.jp/

徳島 農業 36008 里浦農業協同組合 鳴門市里浦町里浦字花面 233-1 総務部 088-685-2111 http://www.jasatoura.com

徳島 農業 36014 東とくしま農業協同組合 小松島市立江町炭ケ谷 44-1
農業振興課対策部
営農課

0885-38-7180 www.ja-higashitks.or.jp

徳島 農業 36001 阿南農業協同組合 阿南市桑野町上張 15 経済部　営農課 0884-26-1812 https://www.ja-anan.jp/

徳島 農業 36005 かいふ農業協同組合 海部郡牟岐町大字中村字本村 5-2 経済部 0884-72-3511 https://jakaifu.jp

徳島 農業 36011 阿波町農業協同組合 阿波市阿波町南紫生 206 経済部　販売課 0883-35-2027 http://jaawacho.or.jp/

徳島 農業 36010 市場町農業協同組合 阿波市市場町市場町筋 323 営農指導部 0883-36-2113

徳島 農業 36015 阿波郡東部農業協同組合 阿波市市場町上喜来字田中 614
経済部　営農経済課
指導

0883-36-5342

徳島 農業 36002 麻植郡農業協同組合 吉野川市鴨島町鴨島 106-11
営農経済部　営農指
導課

0883-24-2479 http://www.ja-oegun.jp/

徳島 農業 36007 美馬農業協同組合 美馬市脇町字拝原 1300 営農経済部 0883-53-8534 www.ja-mima.or.jp

徳島 農業 36009 阿波みよし農業協同組合 三好郡東みよし町昼間 1812 営農経済部 0883-79-5389 http://www.ja-awamiyoshi.or.jp/

徳島 農業 36003 徳島北農業協同組合 鳴門市大麻町大谷字八反田 10-1 本所　経済課 088-689-1001 http://ja-tokushimakita.jp/

徳島 農業 36004 大津松茂農業協同組合
鳴門市大津町備前島字横丁ノ
越

297-1 営農経済部 088-686-1106 http://ja-om.or.jp/

徳島 農業 36200 徳島県酪農業協同組合 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

徳島 農業 36902 徳島県養鶏販売農業協同組合 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

徳島 農業 36999 徳島県農業経営相談所 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

徳島 林業 36300 徳島県森林組合連合会 徳島市西新浜町 2-3-102 088-676-2200 http://www.toku-forest.com/ 徳島県森林組合連合会の会員に限る

徳島 林業 36900 徳島県素材生産流通協同組合 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

徳島 林業 36901 徳島県林業種苗協同組合 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

徳島 水産業 36600 徳島県漁業協同組合連合会 徳島市 東沖洲二丁目１３番地 088-636-0513

徳島 水産業 36601 宍喰漁業協同組合 海部郡海陽町 宍喰浦字正梶1-2地先 0884-76-3101

徳島 水産業 36602 鞆浦漁業協同組合 海部郡海陽町 鞆浦字山下14-1 0884-73-0011

徳島 水産業 36603 浅川漁業協同組合 海部郡海陽町 浅川字入口1-8 0884-73-1305

徳島 水産業 36604 牟岐町漁業協同組合 海部郡牟岐町 大字中村字大戸83 0884-72-0012

徳島 水産業 36605 牟岐東漁業協同組合 海部郡牟岐町 大字牟岐浦字宮ノ本268-4 0884-72-1141
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徳島 水産業 36606 日和佐町漁業協同組合 海部郡美波町 日和佐浦原野16-1地先埋立地 0884-77-1255

徳島 水産業 36607 木岐漁業協同組合 海部郡美波町 木岐347 0884-78-1166

徳島 水産業 36608 西由岐漁業協同組合 海部郡美波町 港町字西29 0884-78-0024

徳島 水産業 36609 東由岐漁業協同組合 海部郡美波町 東由岐字本村127-1 0884-78-1188

徳島 水産業 36610 志和岐漁業協同組合 海部郡美波町 志和岐字中ノ谷162-1 0884-78-1122

徳島 水産業 36611 阿部漁業協同組合 海部郡美波町 阿部7番地地先 0884-78-1180

徳島 水産業 36612 伊座利漁業協同組合 海部郡美波町 伊座利301-2 0884-78-1185

徳島 水産業 36613 伊島漁業協同組合 阿南市 伊島町瀬戸89 0884-33-1271

徳島 水産業 36614 椿泊漁業協同組合 阿南市 椿泊町小吹川原47番地 0884-33-1202

徳島 水産業 36615 阿南漁業協同組合 阿南市 椿泊町小吹川原47･48番地 0884-33-1212

徳島 水産業 36616 橘町漁業協同組合 阿南市 橘町東中浜162 0884-27-0456

徳島 水産業 36617 中林漁業協同組合 阿南市 中林町蛭子浜1 0884-22-0509

徳島 水産業 36618 福村漁業協同組合 阿南市 向原町下の浜105-1 0884-22-0105

徳島 水産業 36619 阿南中央漁業協同組合 阿南市 那賀川町色ケ島塩ケ崎22-1 0884-42-0740

徳島 水産業 36620 和田島漁業協同組合 小松島市 和田島町字西浜手10-33 0885-37-1621

徳島 水産業 36621 小松島漁業協同組合 小松島市 南小松島町１番15号 0885-33-1122

徳島 水産業 36622 徳島市辰巳漁業協同組合 徳島市 津田町1丁目10番50-3 088-662-0262

徳島 水産業 36623 徳島市漁業協同組合 徳島市 津田町1丁目1番11号 088-662-0550

徳島 水産業 36624 渭東漁業協同組合 徳島市 南沖洲5丁目5番地81号 088-664-0421

徳島 水産業 36625 徳島市住吉漁業協同組合 徳島市 住吉4丁目13-15 088-622-1228

徳島 水産業 36626 徳島市第一漁業協同組合 徳島市 北田宮１丁目１０番２号 088-631-6710

徳島 水産業 36627 川内漁業協同組合 徳島市 川内町旭野316番地地先 088-665-0402

徳島 水産業 36628 応神町漁業協同組合 徳島市 応神町古川字東105 088-641-0014

徳島 水産業 36629 長原漁業協同組合 板野郡松茂町 豊岡字芦田鶴113 088-699-2053

徳島 水産業 36630 大津漁業協同組合 鳴門市 大津町矢倉字浜ノ手1-3 088-685-3667

徳島 水産業 36631 里浦漁業協同組合 鳴門市 里浦町里浦字恵美寿563-2 088-686-2737

徳島 水産業 36632 新鳴門漁業協同組合 鳴門市 鳴門町土佐泊浦字土佐泊181-2 088-687-0855

徳島 水産業 36633 鳴門町漁業協同組合 鳴門市 鳴門町土佐泊浦字福池70-3 088-687-0750

徳島 水産業 36634 室撫佐漁業協同組合 鳴門市 瀬戸町室字本村64-1 088-688-0591

徳島 水産業 36635 堂浦漁業協同組合 鳴門市 瀬戸町堂浦字地廻り弐282-4 088-688-0533

徳島 水産業 36636 北泊漁業協同組合 鳴門市 瀬戸町北泊字北泊209-6地先 088-688-0131

徳島 水産業 36637 北灘漁業協同組合 鳴門市 北灘町宿毛谷字相ケ谷1-1 088-682-0011

香川 農業 37001 香川県農業協同組合 高松市一宮町字刷塚 1431-1 経済部生産資材課 087-818-4162 https://www.kw-ja.or.jp/

香川 農業 37901 香川県養鶏協会 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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香川 農業 37999 かがわ農業経営相談所 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）

香川 林業 37300 香川県森林組合連合会 高松市中野町 23-2 企画課 087-861-4352 http://www.ka-moriren.or.jp/index.html 森林組合員及び組合員に限る

香川 林業 37900 香川県山林種苗協同組合 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

香川 水産業 37600 香川県漁業協同組合連合会 高松市 北浜町8-25 087-825-0351 http://www.kagyoren.jf-net.ne.jp

香川 水産業 37601 引田漁業協同組合 東かがわ市 引田2661-44 0879-33-2528

香川 水産業 37602 東讃漁業協同組合 東かがわ市 三本松2251-2 0879-25-1191

香川 水産業 37603 津田町漁業協同組合 さぬき市 津田町津田1402-22 0879-42-2042

香川 水産業 37604 鴨庄漁業協同組合 さぬき市 鴨庄4374-30 087-894-1056 http://www.kakamosyo.jf-net.ne.jp

香川 水産業 37605 さぬき市漁業協同組合 さぬき市 志度5386-8 087-894-0144

香川 水産業 37606 牟礼漁業協同組合 高松市 牟礼町原359 087-845-1403

香川 水産業 37607 庵治漁業協同組合 高松市 庵治町6377-1 087-871-4131

香川 水産業 37608 屋島漁業協同組合 高松市 屋島西町440-16 087-841-9641

香川 水産業 37609 高松市東部漁業協同組合 高松市 城東町2丁目1-1先 087-821-4155

香川 水産業 37610 高松市瀬戸内漁業協同組合 高松市 瀬戸内町48-16 087-851-2273

香川 水産業 37611 東瀬戸漁業協同組合 高松市 女木町15-17 087-873-0204

香川 水産業 37612 香西漁業協同組合 高松市 香西本町108-22 087-881-2267

香川 水産業 37613 下笠居漁業協同組合 高松市 亀水町272 087-881-3292

香川 水産業 37614 直島漁業協同組合 香川郡直島町 834-5 087-892-2244 http://www.kanaosima.jf-net.ne.jp

香川 水産業 37615 土庄中央漁業協同組合 小豆郡土庄町 甲24-90 0879-62-0021

香川 水産業 37616 四海漁業協同組合 小豆郡土庄町 伊喜末1-4 0879-64-6001

香川 水産業 37617 北浦漁業協同組合 小豆郡土庄町 見目甲1726-72 0879-65-2322

香川 水産業 37618 唐櫃漁業協同組合 小豆郡土庄町 豊島唐櫃2610-2 0879-68-2255

香川 水産業 37619 内海漁業協同組合 小豆郡小豆島町 苗羽甲2281-1 0879-82-0517

香川 水産業 37620 池田漁業協同組合 小豆郡小豆島町 池田228-32 0879-75-0366

香川 水産業 37621 松山漁業協同組合 坂出市 大屋冨町2089-1 0877-47-0274

香川 水産業 37622 坂出市漁業協同組合 坂出市 御供所町3丁目5-63 0877-46-3705

香川 水産業 37623 与島漁業協同組合 坂出市 入船町1丁目2-18 0877-46-2600

香川 水産業 37624 宇多津漁業協同組合 綾歌郡宇多津町 2708 0877-49-0002

香川 水産業 37625 丸亀市漁業協同組合 丸亀市 富士見町2丁目10-16 0877-23-4571

香川 水産業 37626 本島漁業協同組合 丸亀市 本島町泊494-6 0877-27-3311

香川 水産業 37627 多度津町漁業協同組合 仲多度郡多度津町 東港町25 0877-33-3122
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香川 水産業 37628 白方漁業協同組合 仲多度郡多度津町 大字西白方297-3 0877-33-1201

香川 水産業 37629 多度津町高見漁業協同組合 仲多度郡多度津町 東浜13-7 0877-56-6366

香川 水産業 37631 詫間漁業協同組合 三豊市 詫間町詫間6800 0875-83-2016

香川 水産業 37634 西かがわ漁業協同組合 観音寺市 豊浜町和田浜1476 0875-52-2135

香川 水産業 37635 観音寺漁業協同組合 観音寺市 港町2丁目6-29 0875-25-2128

香川 水産業 37636 伊吹漁業協同組合 観音寺市 伊吹町3-1 0875-29-2011 http://kaibuki.jf-net.ne.jp

香川 水産業 37637 香川県淡水漁業協同組合 高松市 多賀町３丁目20番地５ 087-831-7305

香川 水産業 37638 三豊市漁業協同組合 三豊市 仁尾町仁尾丁1444-1 0875-82-2016

愛媛 農業 38010 西条市農業協同組合 西条市中西新開 111-1
営農販売部　営農振
興課

0897-56-9000 www.ja-saijyo.or.jp

愛媛 農業 38005 新居浜市農業協同組合 新居浜市坂井町 3-10-40 経済事業部 0897-41-5701 ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.　ja-niihamashi.or. jp/

愛媛 農業 38009 周桑農業協同組合 西条市丹原町願連寺 527 企画開発課 0898-68-7812 http://www.ja-syuso.or.jp/

愛媛 農業 38003 越智今治農業協同組合 今治市阿方甲 246-1
営農振興部　営農企
画課

0898-34-1874 https://www.ja-ochiima.or.jp

愛媛 農業 38006 今治立花農業協同組合 今治市郷六ヶ内町 2-3-10 生産部　生産課 0898-22-1266 www.islands.ne.jp/tachibana/ja/gaiyo.html

愛媛 農業 38007 えひめ中央農業協同組合 松山市千舟町 8-128-1
　営農部　経営支援
課

0899-43-2342 https://www.ja-e-chuo.or.jp

愛媛 農業 38011 愛媛たいき農業協同組合 大洲市東大洲 198 営農部　営農企画課 0893-24-4183 http://www.ja-ehimetaiki.or.jp/

愛媛 農業 38004 西宇和農業協同組合 八幡浜市江戸岡 1-12-10 農業振興部 0894-24-1116 www.ｊａ-nishiuwa.jp

愛媛 農業 38002 東宇和農業協同組合 西予市宇和町坂戸 652
営農部農業支援セン
ター

0894-62-1299 http://ja-higashiuwa.or.jp/

愛媛 農業 38001 えひめ南農業協同組合 宇和島市栄町港 3-303
営農振興部　営農企
画振興課

0895-22-8111 http://www.ja-eminami.or.jp/

愛媛 農業 38008 うま農業協同組合 四国中央市中之庄町 1684-4 営農経済部 0896-24-2311 http://www.ja-uma.or.jp/

愛媛 農業 38012 松山市農業協同組合 松山市生石町 548 営農販売部 089-968-1218 http://www.ja-matsuyama.or.jp/

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

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

愛媛 農業 38999 えひめ農業経営サポートセンター 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/

愛媛 林業 38300 南宇和森林組合 南宇和郡愛南町城辺甲 1534-1 0895-72-1842
林業関係者に限る
受付時間午前8時～午後5時

愛媛 林業 38301 愛媛県森林組合連合会 松山市三番町四丁目 4番地1 総務部　指導 089-941-0164 www.aimori.jp

愛媛 林業 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）

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

愛媛 林業 38901 愛媛県山林種苗農業協同組合 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/

愛媛 水産業 38600 愛媛県漁業協同組合 松山市 二番町4丁目6番地２ 089-933-5115

愛媛 水産業 38601 上灘漁業協同組合 伊予市 双海町上灘甲5722-3 089-986-1133 ―

愛媛 水産業 38602 下灘漁業協同組合 伊予市 双海町串甲3655-4 089-987-0021 ―

愛媛 水産業 38603 伊予漁業協同組合 伊予市 灘町357 089-982-0134 ―

愛媛 水産業 38604 長浜町漁業協同組合 大洲市 長浜町甲1021番地地先 0893-52-1146 http://nagahama-fish.jp/

愛媛 水産業 38605 三崎漁業協同組合 西宇和郡伊方町 串19番地 0894-56-0111 http://misaki.or.jp
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愛媛 水産業 38606 八幡浜漁業協同組合 八幡浜市 大黒町5丁目1522番地18 0894-22-2811 http://jf-yawatahama.or.jp

愛媛 水産業 38607 愛南漁業協同組合 南宇和郡愛南町 鯆越166番地3 0895-72-1135 https://jf-ainan.or.jp/

愛媛 水産業 38608 久良漁業協同組合 南宇和郡愛南町 久良1200-2 0895-72-1225 http://www.hisayoshi-buri.jp

愛媛 水産業 38609 松山市漁業協同組合 松山市 三津一丁目７番３６号 089-951-2511

高知 農業 39001 高知市農業協同組合 高知市高須東町 4-8
営農経済部　営農指
導課

088-883-6579 http://www.ja-kochishi.or.jp/index.htm

高知 農業 39002 高知県農業協同組合 高知市仁井田字新港 4706番地4
営農販売事業本部営
農指導部営農企画課

088-837-6310 https://ja-kouchi.or.jp/

高知 農業 39999 高知県農業経営相談センター 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

高知 林業 39300 高知県森林組合連合会 南国市双葉台 7-1 指導部 088-855-7050 http://www.sinren39.or.jp/

高知 林業 39301 四万十町森林組合 高岡郡四万十町古市町 10番14号 総務部 0880-22-5310 http://www.shimantohinoki.or.jp
四万十町内に住所を有する個人若しくは法人に
限る

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

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

高知 林業 39902 公益社団法人高知県森と緑の会 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

高知 水産業 39600 野根漁業協同組合 安芸郡東洋町 野根甲921-6 0887-28-1231

高知 水産業 39601 吉良川町漁業協同組合 室戸市 吉良川町甲3435 0887-25-3575

高知 水産業 39602 奈半利町漁業協同組合 安芸郡奈半利町 乙883-69 0887-38-4402

高知 水産業 39603 安芸漁業協同組合 安芸市 西浜3411-1 0887-34-1123

高知 水産業 39604 浜改田漁業協同組合 南国市 浜改田2290 090-4973-6022

高知 水産業 39607 大谷漁業協同組合 須崎市 大谷235番地52 0889-47-0211

高知 水産業 39608 野見漁業協同組合 須崎市 野見130-3 0889-47-0221

高知 水産業 39609 須崎釣漁業協同組合 須崎市 浜町2丁目4番8号 0889-42-0317

高知 水産業 39611 須崎町漁業協同組合 須崎市 浜町2丁目4番10号 0889-42-0432

高知 水産業 39612 久礼漁業協同組合 高岡郡中土佐町 久礼8645 0889-52-2111

高知 水産業 39614 すくも湾漁業協同組合 宿毛市 小筑紫町田ノ浦1337-2 0880-62-3177

高知 水産業 39616 藻津漁業協同組合 宿毛市 藻津1155番地20 0880-65-7368

高知 水産業 39617 高知県漁業協同組合 高知市 本町1丁目6番21号 088-854-3600

高知 水産業 39618 高知かつお漁業協同組合 高知市 本町1丁目6番21号 088-875-6121

高知 水産業 39619 高知県定置漁業協同組合 高知市 本町1丁目6番21号（漁連内） 088-823-1365

高知 水産業 39620 羽根町漁業協同組合 室戸市羽根町 字大浦乙3982-6地先 0887-26-1211

高知 水産業 39621 高知県漁業協同組合連合会 高知市 本町一丁目6-21 088-823-1361

高知 水産業 39622 高知県淡水養殖漁業協同組合 南国市 久枝1470-35 088-863-5167 －

高知 水産業 39623 錦浦漁業協同組合 須崎市 浜町2丁目4番9号 0889-42-4020

高知 水産業 39624 春野町漁業協同組合 高知市 春野町甲殿1423-3 088-894-2882

高知 水産業 39625 下田漁業協同組合 四万十市 下田4105番地 0880-33-0020
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高知 水産業 39626 十市漁業協同組合 南国市 十市2750 088-865-8414

福岡 農業 40001 宗像農業協同組合 宗像市東郷 4-3-1
営農振興部営農企画
課

0940-36-2374 http://www.ja-munakata.or.jp/

福岡 農業 40011 粕屋農業協同組合 糟屋郡粕屋町大字大隈 1229
営農経済部　営農企
画課

092-938-2544 http://www.ja-kasuya.or.jp/

福岡 農業 40016 福岡市東部農業協同組合 福岡市東区筥松 2-19-16
営農経済部　営農生
活課　農業振興係

092-621-4696 https://www.ja-fukutou.or.jp/

福岡 農業 40009 福岡市農業協同組合 福岡市中央区天神 4-9-1 指導部　農業振興課 092-711-2063 https://www.ja-fukuoka.or.jp

福岡 農業 40002 糸島農業協同組合 糸島市志摩小富士 14-34 営農部　営農企画課 092-327-2737 ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.Ja.Ｉｔｏｓｈｉｍａ.or.jp

福岡 農業 40003 筑紫農業協同組合 筑紫野市杉塚 3-3-10
営農生活部　農業振
興課

092-924-1313 http://www.ja-chikushi.or.jp

福岡 農業 40006 筑前あさくら農業協同組合 朝倉市甘木 221-1
地域振興部　農業振
興課

0946-24-3366 http://www.asakura-fk-ja.or.jp/

福岡 農業 40017 にじ農業協同組合 うきは市吉井町 350-1
営農企画部　営農企
画課・担い手支援課

0943-75-4200 https://www.ja-niji.com/

福岡 農業 40015 みい農業協同組合 久留米市北野町今山 856 営農部　営農企画課 0942-78-3037 https://www.ja-mii.com/

福岡 農業 40018 久留米市農業協同組合 久留米市篠原町 4-7
営農事業部　農業振
興課

0942-35-9901 http://www.ja-kurume.or.jp

福岡 農業 40007 みづま農業協同組合 久留米市三潴町田川 211 営農経済部 特産課 0942-64-2213 www.ja-mizuma.or.jp

福岡 農業 40012 福岡大城農業協同組合 三潴郡大木町八町牟田 330
営農経済部　営農企
画課

0944-32-1316 http://www.jafooki.or.jp/

福岡 農業 40010 福岡八女農業協同組合 八女市本村 422
営農指導部　農業振
興課

0943-23-1378 http://ｗｗｗ.jafyame.or.jp/

福岡 農業 40004 柳川農業協同組合 柳川市大和町栄 360-2 営農部　営農企画課 0944-76-5155 https://www.yanagawa-fk-ja.or.jp

福岡 農業 40005 南筑後農業協同組合 みやま市瀬高町下庄 774-1 担い手支援課 0944-63-8858 http://www.minamickg-fk-ja.or.jp/

福岡 農業 40014 ふくおか嘉穂農業協同組合 県飯塚市小正 306-5
営農部農業振興企画
課

0948-24-7093 http://www.ja-f-kaho.or.jp/

福岡 農業 40019 たがわ農業協同組合 田川市大字伊田 3550 営農部営農企画課 0947-44-3380 http://www.ja-tagawa.or.jp

福岡 農業 40020 直鞍農業協同組合 宮若市本城 556-1 営農生活課 0949-32-3755

福岡 農業 40008 北九州農業協同組合
北九州市八幡西区金剛
北九州市八幡西区穴生

2-3-3
1-8-2

営農部　営農課 093-619-2368 http://www.ja-kitakyu.or.jp/

福岡 農業 40013 福岡京築農業協同組合 行橋市西宮市 5-11-1 営農企画課 0930-24-2961 https://www.ja-kei.or.jp/

福岡 農業 40200 ふくおか県酪農業協同組合 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

福岡 農業 40901 福岡県養鶏協会 福岡市 博多区吉塚本町13-50福岡県吉塚合庁６階 092-409-9083

福岡 農業 40998 福岡県農業者経営力向上推進協議会 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

福岡 農業 40999 福岡県商工会農業経営相談所 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/

福岡 林業 40300 福岡県森林組合連合会 福岡市中央区天神 3-10-25 総務課 092-712-2171 www.fukuoka-moriren.org/ 森林組合及び森林組合員に限る

福岡 林業 40900 福岡県樹苗農業協同組合 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

福岡 林業 40903 一般社団法人　福岡県樹芸組合連合会 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

福岡 水産業 40600 福岡県漁業協同組合連合会 福岡市 中央区舞鶴2-4-19　2階 092-713-1162

福岡 水産業 40601 福岡有明海漁業協同組合連合会 柳川市 三橋町高畑271 0944-43-6166 https://fukuoka-ariake.com/

福岡 水産業 40602 糸島漁業協同組合 糸島市 志摩岐志778-5 092-328-2311

福岡 水産業 40603 福岡市漁業協同組合 福岡市 西区愛宕浜4-49-1 092-881-4300
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福岡 水産業 40604 新宮相島漁業協同組合 糟屋郡新宮町 大字相島1559 092-962-2901

福岡 水産業 40605 宗像漁業協同組合 宗像市 鐘崎778-5 0940-62-1500

福岡 水産業 40606 遠賀漁業協同組合 遠賀郡岡垣町 大字波津1675 093-282-1220

福岡 水産業 40607 ひびき灘漁業協同組合 北九州市 若松区大字安屋1742 093-741-0795

福岡 水産業 40608 北九州市漁業協同組合 北九州市 若松区大字小竹3008-7 093-751-3954

福岡 水産業 40902 福岡県水産団体指導協議会 福岡市 中央区舞鶴2-4-19　3階 092-724-3354

佐賀 農業 41001 佐賀市中央農業協同組合 佐賀市駅前中央 1-3-1 指導経済部 0952-23-8555 http://ja-sagashichuou.saga-ja.jp/

佐賀 農業 41003 伊万里市農業協同組合 伊万里市立花町 1290-1 営農畜産部 0955-23-5560 http://jaimari.saga-ja.jp/

佐賀 農業 41002 唐津農業協同組合 唐津市浜玉町浜崎 598-1 営農生産部 0955-70-5256 https://www.ja-karatsu.or.jp/

佐賀 農業 41004 佐賀県農業協同組合 佐賀市栄町 3-32
営農企画部　県域担
い手サポートセンター

0952-25-5128 https://jasaga.or.jp/

佐賀 農業 41999
さが農業経営相談所
 (佐賀県担い手育成総合支援協議会)

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）

佐賀 林業 41300 佐賀県森林組合連合会 佐賀市本庄町本庄 278-4 総務課 0952-23-4191 http://saga-moriren.org/ 森林組合及び森林組合員に限る

佐賀 林業 41900 佐賀県山林種苗緑化協同組合 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

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

佐賀 水産業 41600 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市 海岸通7182-233 0955-72-2160 http://jf-sagagenkai.or.jp/

佐賀 水産業 41601 佐賀県有明海漁業協同組合 佐賀市 西与賀町大字厘外821番地の2 0952-24-3351 www.jf-sariake.or.jp

佐賀 水産業 41602 小川島漁業協同組合 唐津市 呼子町小川島227番地1 0955-82-8321

佐賀 水産業 41603 仮屋漁業協同組合 東松浦郡玄海町 仮屋398-5 0955-52-2911 http://jfkariya.com/

佐賀 水産業 41604 外津漁業協同組合 東松浦郡玄海町 今村4923 0955-52-6103

佐賀 水産業 41605 大浦浜漁業協同組合 唐津市 肥前町大浦310-3 0955-53-2110

長崎 農業 42002 島原雲仙農業協同組合 島原市萩原 2-5192-1 経済部　農機燃料課 0957-61-0228 http://www.ja-shimabaraunzen.or.jp/

長崎 農業 42003 ごとう農業協同組合 五島市籠渕町 2450-1 農産園芸部 0959-72-6214 http://www.ja-goto.or.jp/

長崎 農業 42004 壱岐市農業協同組合 壱岐市芦辺町国分東触 679 営農部　農産園芸課 0920-45-3805 http://jaiki.sakura.ne.jp/

長崎 農業 42005 対馬農業協同組合 対馬市厳原町中村 606-19 営農部 0920-52-1116 https://ja-tsushima.or.jp/

長崎 農業 42006 ながさき西海農業協同組合 佐世保市吉井町立石 12-1 営農部　営農販売課 0956-64-3549 http://ja-nagasakisaikai.com

長崎 農業 42007 ながさき県央農業協同組合 諌早市栗面町 174-1 営農部 0957-24-3006 http://www.janagasakiken-ou.or.jp/

長崎 農業 42001 長崎せいひ農業協同組合 長崎市興善町 6-7 担い手支援センター 0958-25-5688 http://www.ja-nagasakiseihi.or.jp/

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

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

長崎 農業 42202 南高地方酪農業協同組合 雲仙市 南串山町甲5045-1 0957-88-3478
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長崎 農業 42901 長崎県鶏卵事業農業協同組合 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

長崎 農業 42902 長崎県養鶏農業協同組合 長崎市 大橋町3-26 本部 095-848-7677 http://www.cyoukei.com/association 平日9:00～1700

長崎 農業 42903 長崎県養鶏協会 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

長崎 農業 42999

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

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

長崎 林業 42300 長崎県森林組合連合会 諫早市貝津町 1122-6 業務部 利用課 095-727-1755 http://www.nagasaki-moriren.org/ 森林組合員及び組合員に限る

長崎 林業 42301 平戸市森林組合 平戸市宝亀町 91-1 業務課 0950-28-0151 http://www.hirado-roman.or.jp 組合員に限る

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

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

長崎 水産業 42600 長崎県漁業協同組合連合会 長崎市 五島町２番２７号
095-829-

2413～2415
http://www.nsgyoren.jf-net.ne.jp/

長崎 水産業 42601 対馬真珠養殖漁業協同組合 対馬市 厳原町東里２３８－６ 0920-52-0347

長崎 水産業 42602 長崎県真珠養殖漁業協同組合 長崎市 橋口町１７−１８ 095-844-3178

長崎 水産業 42603 長崎市みなと漁業協同組合 長崎市 毛井首町1-158 095-878-5366

長崎 水産業 42604 長崎市福田漁業協同組合 長崎市 福田本町無番地 095-865-1694

長崎 水産業 42605 長崎市新三重漁業協同組合 長崎市 三重町348-7 095-850-2121 http://www.jf-shinmie.or.jp/

長崎 水産業 42606 長崎市たちばな漁業協同組合 長崎市 戸石町1519-34 095-830-2236 http://www.jf-tachibana.or.jp/

長崎 水産業 42607 長崎市茂木漁業協同組合 長崎市 茂木町2148-1 095-836-0055

長崎 水産業 42608 野母崎三和漁業協同組合 長崎市 脇岬町3628-81 095-893-1131 http://www.nomozaki-sanwa.net/

長崎 水産業 42609 西彼南部漁業協同組合 長崎市 伊王島町2丁目2047-2 095-898-2825

長崎 水産業 42610 大瀬戸町漁業協同組合 西海市 大瀬戸町瀬戸福島郷1432-2 0959-22-0039 http://www.jf-ooseto.or.jp/

長崎 水産業 42611 西海大崎漁業協同組合 西海市 大島町1325-107 0959-34-2039

長崎 水産業 42612 島原漁業協同組合 島原市 霊南2-16-21 0957-63-1469

長崎 水産業 42613 有明漁業協同組合 島原市 有明町湯江甲75 0957-68-0503

長崎 水産業 42614 深江町漁業協同組合 南島原市 深江町丙131 0957-72-2005

長崎 水産業 42615 布津町漁業協同組合 南島原市 布津町乙1642-7 0957-72-2348

長崎 水産業 42616 有家町漁業協同組合 南島原市 有家町石田8-12 0957-82-2806

長崎 水産業 42617 西有家町漁業協同組合 南島原市 西有家町須川3239 0957-82-2077

長崎 水産業 42618 島原半島南部漁業協同組合 南島原市 口之津町甲803-43 0957-86-2207

長崎 水産業 42619 橘湾東部漁業協同組合 雲仙市 小浜町北本町14-40 0957-74-3117

長崎 水産業 42620 橘湾中央漁業協同組合 諫早市 有喜町132-3 0957-28-2014



市町村 番地 担当部署名 連絡先
都道府県

支援機関所在地
属性 備考

支援機関
コード

支援機関名 ホームページＵＲＬ
担当窓口

長崎 水産業 42621 諫早湾漁業協同組合 諫早市 小長井町小川原浦499 0957-34-2244 http://www.jf-konagai.com/

長崎 水産業 42622 大村市漁業協同組合 大村市 杭出津1-919 0957-52-3061

長崎 水産業 42623 大村湾東部漁業協同組合 大村市 久原1-182-2 0957-52-2303

長崎 水産業 42624 大村湾漁業協同組合 西彼杵郡時津町 浦郷542-18 095-882-2415

長崎 水産業 42625 西彼町漁業協同組合 西海市 西彼町八木原郷2017-3 0959-28-0017

長崎 水産業 42626 瀬川漁業協同組合 西海市 西海町水浦郷515 0959-32-0048

長崎 水産業 42627 針尾漁業協同組合 佐世保市 針尾西町614-6 0956-58-2019

長崎 水産業 42628 佐世保市南部漁業協同組合 佐世保市 宮津町1195 0956-59-2009

長崎 水産業 42629 五島ふくえ漁業協同組合 五島市 福江町1190-9 0959-72-5105 http://gotobrand.jp/

長崎 水産業 42630 五島漁業協同組合 五島市 福江町1190-9 0959-74-5510 https://goto-gyokyo.net/

長崎 水産業 42631 奈留町漁業協同組合 五島市 奈留町浦1839-7 0959-64-3115 http://www.jfnaru.com/

長崎 水産業 42632 若松町中央漁業協同組合 南松浦郡新上五島町 若松郷136-34 0959-46-2323

長崎 水産業 42633 神部漁業協同組合 南松浦郡新上五島町 若松郷639 0959-46-3311

長崎 水産業 42634 若松漁業協同組合 南松浦郡新上五島町 漁生浦郷133 0959-46-2300

長崎 水産業 42635 上五島町漁業協同組合 南松浦郡新上五島町 青方郷2273 0959-52-2008 http://www.jf-kamigotou.or.jp

長崎 水産業 42636 新魚目町漁業協同組合 南松浦郡新上五島町 小串郷422-6 0959-55-3131

長崎 水産業 42637 有川町漁業協同組合 南松浦郡新上五島町 有川郷382-13 0959-42-0019 http://www.arikawa-fish.net/

長崎 水産業 42638 浜串漁業協同組合 南松浦郡新上五島町 岩瀬浦郷722-26 0959-45-3311

長崎 水産業 42639 佐世保市漁業協同組合 佐世保市 万津町91 0956-26-4555

長崎 水産業 42640 佐世保市相浦漁業協同組合 佐世保市 相浦町2733 0956-47-2227

長崎 水産業 42641 平戸市漁業協同組合 平戸市 宮の町655-13 0950-22-3133

長崎 水産業 42642 中野漁業協同組合 平戸市 川内町1029-3 0950-24-2221

長崎 水産業 42643 志々伎漁業協同組合 平戸市 志々伎町1460-7 0950-27-1144

長崎 水産業 42644 新松浦漁業協同組合 松浦市 鷹島町阿翁浦免637 0955-48-3131

長崎 水産業 42645 宇久小値賀漁業協同組合 北松浦郡小値賀町 笛吹郷2789-4 0959-56-3131

長崎 水産業 42646 生月漁業協同組合 平戸市 生月町壱部浦168-2 0950-53-2131

長崎 水産業 42647 舘浦漁業協同組合 平戸市 生月町舘浦107-2 0950-53-1515 http://jf-tachiura.or.jp

長崎 水産業 42648 大島村漁業協同組合 平戸市 大島村的山川内330-3 0950-55-2531

長崎 水産業 42649 九十九島漁業協同組合 佐世保市 小佐々町楠泊1837 0956-69-3161 http://www.jf99.or.jp/

長崎 水産業 42650 郷ノ浦町漁業協同組合 壱岐市 郷ﾉ浦町郷ﾉ浦405-6 0920-47-1960

長崎 水産業 42651 勝本町漁業協同組合 壱岐市 勝本町勝本浦575-61 0920-42-1180

長崎 水産業 42652 箱崎漁業協同組合 壱岐市 芦辺町瀬戸浦171 0920-45-2350

長崎 水産業 42653 壱岐東部漁業協同組合 壱岐市 芦辺町諸吉本村触1342-14 0920-45-0385

長崎 水産業 42654 石田町漁業協同組合 壱岐市 石田町印通寺浦176 0920-44-5020

長崎 水産業 42655 厳原町漁業協同組合 対馬市 厳原町久田1-7 0920-52-0513

長崎 水産業 42656 阿須湾漁業協同組合 対馬市 厳原町東里72 0920-52-0509

長崎 水産業 42657 美津島町高浜漁業協同組合 対馬市 美津島町鶏知甲1321 0920-54-2028
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長崎 水産業 42658 美津島町漁業協同組合 対馬市 美津島町久須保711-10 0920-54-5020

長崎 水産業 42659 美津島町西海漁業協同組合 対馬市 美津島町竹敷4-220 0920-54-2207

長崎 水産業 42660 豊玉町漁業協同組合 対馬市 豊玉町千尋藻355-9 0920-58-1311

長崎 水産業 42661 峰町東部漁業協同組合 対馬市 峰町佐賀33-14 0920-82-0011

長崎 水産業 42662 上県町漁業協同組合 対馬市 上県町鹿見字京ヶ崎13-3 0920-85-0509

長崎 水産業 42663 伊奈漁業協同組合 対馬市 上県町伊奈1279-4 0920-85-0069

長崎 水産業 42664 佐須奈漁業協同組合 対馬市 上県町佐須奈乙1164-3 0920-84-2306

長崎 水産業 42665 上対馬南漁業協同組合 対馬市 上対馬町琴1247 0920-87-0316

長崎 水産業 42666 上対馬町漁業協同組合 対馬市 上対馬町西泊206 0920-86-2021

熊本 農業 43004 熊本市農業協同組合 熊本市中央区南熊本 １丁目７－２６ 営農部企画生活課 096-372-6962

熊本 農業 43005 玉名農業協同組合 玉名市六田 7-1 企画営農室　企画課 0968-72-5563 https://jatamana.or.jp/

熊本 農業 43006 鹿本農業協同組合 山鹿市鹿央町持松 159-1 営農部　営農企画課 0968-41-5146 http://www.ja-kamoto.or.jp

熊本 農業 43001 菊池地域農業協同組合 菊池市旭志川辺 1875 営農部　営農企画課 0968-23-3205

熊本 農業 43007 阿蘇農業協同組合 阿蘇市一の宮町宮地 387-5 営農部　営農企画課 0967-22-6115 http://www.jaaso.or.jp/

熊本 農業 43003 上益城農業協同組合 上益城郡甲佐町白旗 543-1 営農部営農企画課 096-234-5234 https://www.ja-kamimashiki.or.jp/

熊本 農業 43002 熊本うき農業協同組合 宇城市松橋町久具 302-2 購買部 0964-34-3374 https://www.jauki.or.jp/

熊本 農業 43008 あしきた農業協同組合 葦北郡芦北町大字佐敷 124
営農企画部営農振興
課

0966-82-4874 https://www.ja-ashikita.or.jp/

熊本 農業 43009 本渡五和農業協同組合 天草市南新町 9-22
営農経済部　企画生
活課

0969-23-2231 http://www.ja-hondoituwa.or.jp/

熊本 農業 43010 あまくさ農業協同組合 天草市太田町 1番地2 指導販売部 0969-22-1105 http://jaamakusa.or.jp/

熊本 農業 43011 れいほく農業協同組合 天草郡苓北町志岐 1010 営農課 0969-35-2174 www.ja-reihoku.com

熊本 農業 43012 球磨地域農業協同組合 球磨郡錦町一武 2657-4 営農部　営農企画課 0966-38-4065

熊本 農業 43013 八代地域農業協同組合 八代市古城町 2690
営農部　営農企画・
支援課

0965-35-4081 http://www.ja-yatsushiro.or.jp/info/index.html

熊本 農業 43014 玉名市大浜町農業協同組合 玉名市大浜町 2162-1 指導販売課 0968-76-2121

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

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

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

熊本 農業 43203 火の国酪農業協同組合 熊本市東区小山 4-8-112 096-380-6996

熊本 農業 43204 玉名酪農業協同組合 玉名市北牟田 595-74 総務部 0968-76-0001

熊本 農業 43205 荒尾酪農業協同組合 荒尾市府本 1184 0968-68-2362

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

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

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

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

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

熊本 農業 43905 (一社)熊本県農業法人協会 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
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熊本 農業 43906 熊本県樹芸農業協同組合 熊本市 東区小山町2062－1 096-380-0555 https://kmjugei.com

熊本 農業 43999
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）

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

熊本 林業 43300 水俣芦北森林組合 水俣市小津奈木 473-1 総務課 0966-62-2014

熊本 林業 43301 熊本県森林組合連合会 熊本市東区戸島 2丁目3番35号 指導部 096-285-8688 www.kumamori.or.jp 県内の森林組合及びその組合員に限る

熊本 林業 43302 八代森林組合 八代市泉町下岳 101 総務課 0965-67-2231 森林組合員に限る 9:00～17:00

熊本 林業 43303 菊池森林組合 菊池市旭志伊坂 524番地1 森林計画課 0968-37-3500 8:30～17:00

熊本 林業 43304 緑川森林組合 上益城郡山都町下馬尾 315 利用課 0967-72-0154  森林組合員に限る9：00～17：00

熊本 林業 43305 阿蘇森林組合 阿蘇市蔵原 885-1 総務課 0967-34-0335 http://aso-forest.jp 森林組合員に限る

熊本 林業 43900 一般社団法人　熊本県木材協会連合会 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

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

熊本 林業 43902 熊本県椎茸農業協同組合 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

熊本 林業 43903 熊本県認定事業体連絡協議会 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

熊本 林業 43904 熊本県林業研究グループ連絡協議会 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

熊本 水産業 43600 熊本県漁業協同組合連合会 熊本市 西区中原町６５６ 096-329-8800

熊本 水産業 43601 滑石漁業協同組合 玉名市 滑石１６８３ 0968-76-2166

熊本 水産業 43602 熊本県真珠養殖漁業協同組合 天草市 北浜町２６７０−３３ 0969-22-3204

熊本 水産業 43603 網田漁業協同組合 宇土市 長浜町５０８－５ 0954-27-0040

熊本 水産業 43604 熊本県養鰻漁業協同組合 熊本市 西区八島町728-32 096-335-7733

熊本 水産業 43605 天草漁業協同組合 天草市 港町10-19 0969-27-7371

熊本 水産業 43606 熊本北部漁業協同組合 玉名郡長洲町 大字長洲3328-20 0968-78-0516

熊本 水産業 43607 岱明漁業協同組合 玉名市 岱明町883 0968-57-0008

熊本 水産業 43608 大浜漁業協同組合 玉名市 大浜町2376 0968-76-0121

熊本 水産業 43609 松尾漁業協同組合 熊本市 西区西松尾町4411 096-329-7052

熊本 水産業 43610 住吉漁業協同組合 宇土市 住吉町875 0964-24-3205

熊本 水産業 43611 河内漁業協同組合 熊本市 西区河内町船津2222-11 096-276-1050

熊本 水産業 43612 芦北町漁業協同組合 葦北郡芦北町 田浦町428－3 0966-87-0035

熊本 水産業 43613 沖新漁業協同組合 熊本市 西区沖新町３９３７ 096-329-7291

熊本 水産業 43614 倉岳町漁業協同組合 天草市 倉岳町宮田１３７２－８ 0969-64-2007

熊本 水産業 43615 畠口漁業協同組合 熊本市 南区畠口町７９１－２ 096-227-0029

熊本 水産業 43616 海路口漁業協同組合 熊本市 南区海路口町４１０ 096-223-0008

熊本 水産業 43907 熊本県冷水魚養殖漁業組合 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

大分 農業 44001 玖珠九重農業協同組合 玖珠郡玖珠町大字帆足 357-1 指導販売課 0973-72-6767 ja-kusukokonoe.com
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大分 農業 44002 九重町飯田農業協同組合 玖珠郡九重町大字田野 1624-21 営農指導課 0973-79-2077 www.jaoita.net/kokonoematihanda/

大分 農業 44003 大山町農協農業協同組合 日田市大山町西大山 3487 総務部 0973-52-3151 http://www.oyama-nk.com

大分 農業 44004 大分県農業協同組合 大分市大字羽屋 600-10
本店　営農部　営農
企画課

097-544-0006 https://jaoita.or.jp

大分 農業 44005 べっぷ日出農業協同組合 速見郡日出町 3543-1 営農企画経済課 0977-72-2218 http://www.jaoita.net/beppuhiji

大分 農業 44006 下郷農業協同組合 中津市耶馬渓町大字宮園 908-1 指導販売部 0979-56-2630 http://shop.simogonokyou.or.jp

大分 農業 44200 大分県酪農業協同組合 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

大分 農業 44999 おおいた農業経営相談所 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）

大分 林業 44300 大分県森林組合連合会 大分市大字古国府字内山 1337-20 総務部　森林組合課 097-545-3500 会員に限る

大分 林業 44301 おおいた森林組合 由布市庄内町大龍 1711-1 総務課 097-582-0900 www.oita-sinrin.org 組合員に限る

大分 林業 44302 竹田市森林組合 竹田市飛田川 2246番地7 総務部　総務課 0975-62-2833 http://taketa-forest.com
組合員に限る
受付時間午前8時半～午後5時

大分 林業 44303 宇佐地区森林組合 宇佐市安心院町田ノ口 250番地 総務部　総務課 0978-44-0200 http://www.usakumiai.com 組合員に限る

大分 林業 44304 臼津関森林組合 臼杵市板知屋 1257-1 0972-62-3027 http://kyushinseki.wixsite.com/forest 8:30～17:00

大分 林業 44305 西高森林組合 豊後高田市鼎 332 総務課 0978-22-2355 http://nisitakamori.jp/  組合員に限る平日8:00～17:00

大分 林業 44306 東国東郡森林組合 国東市国東町小原 4423-1 総務課 0978-72-3755 http//higashikunisaki.jp/ 組合員に限る平日8:00～17:00

大分 林業 44307 佐伯広域森林組合 佐伯市宇目南田原 283-2 総務部 0972-54-3326 https://www.saikiforest.or.jp  組合員に限る平日8:00～17:00

大分 林業 44308 日田郡森林組合 日田市天瀬町五馬市 300 総務部　総務課 0973-26-7878 http://www.gunshin.jp 組合員に限る 8時～17時

大分 林業 44309 大野郡森林組合 豊後大野市三重町菅生 123 総務企画課 0974-22-1243 http://www9.ocn.ne.jp/～oonosin/inde 組合員に限る。8:00～17:00

大分 林業 44310 別杵速見森林組合 杵築市山香町内河野 2788番地の6 総務課 0977-75-0286 http://www.bekki-forest.com/ 9:00～16:00。組合員に限る

大分 林業 44311 日田市森林組合 日田市大字庄手 850-5 総務部管理指導課 0973-23-5168 www.hita-shinrin.com 8:30～17:00(休日は除く）

大分 林業 44312 玖珠郡森林組合 玖珠郡玖珠町大字大隈 1199-1 総務課 0973-72-2344 8:30～17:00

大分 林業 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）

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

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

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

大分 水産業 44600 大分県漁業協同組合 大分市 府内町3-5-7水産会館４階 097-532-6611 http://www.otgyoren.jf-net.ne.jp/

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

宮崎 農業 45001 宮崎中央農業協同組合 宮崎市花ヶ島鴨の丸 829-1 営農部営農企画課 0985-31-0519 http://chuou.ja-miyazaki.jp/

宮崎 農業 45008 綾町農業協同組合 東諸県郡綾町大字南俣 480-1 経済部野菜課 0985-77-1301 http://aya.ja-miyazaki.jp/

宮崎 農業 45004 はまゆう農業協同組合 日南市吾田東 2-5-15 営農部　農業振興課 0987-23-5155 http://hamayu.ja-miyazaki.jp/

宮崎 農業 45009 串間市大束農業協同組合 串間市大字奈留 5237-1 営農課 0987-74-1101 http://yamadai.ja-miyazaki.jp/

宮崎 農業 45010 都城農業協同組合 都城市都北町 5708
営農企画室　地域営
農振興課

0986-38-6693 https://miyakonojyo.ja-miyazaki.jp/

宮崎 農業 45011 こばやし農業協同組合 小林市細野 1321
農業企画室　農業企
画課

0984-23-1676 http://kobayashi.ja-miyazaki.jp/
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宮崎 農業 45012 えびの市農業協同組合 えびの市大字大明司 1061-1 担い手支援課 0984-33-5758 http://ebino.ja-miyazaki.jp

宮崎 農業 45013 児湯農業協同組合 児湯郡高鍋町大字北高鍋 99-1
農産販売部　営農企
画課

0983-22-4571 http://koyu.ja-miyazaki.jp

宮崎 農業 45005 西都農業協同組合 西都市大字右松 2071
西都農業協同組合
営農経済部　営農企
画課

0983-35-4129 http://www.ja-saito.or.jp/

宮崎 農業 45006 尾鈴農業協同組合 児湯郡川南町大字川南 20013-6 農機燃料課 0983-27-7710 http://osuzu.ja-miyazaki.jp/

宮崎 農業 45003 日向農業協同組合 日向市大字塩見 11974-1
営農販売部 営農企
画課

0982-52-6217 http://hyuga.ja-miyazaki.jp/

宮崎 農業 45002 延岡農業協同組合 延岡市川原崎町 281-1 営農総合対策課 0982-23-1901 http://www.ja-nobeoka.or.jp/

宮崎 農業 45007 高千穂地区農業協同組合 西臼杵郡高千穂町大字三田井 1
企画管理部　総合企
画課

0982-82-2008 http://takachiho.ja-miyazaki.jp

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

宮崎 農業 45902 みやざき地頭鶏事業協同組合 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

宮崎 農業 45903 一般社団法人宮崎県養鶏協会 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

宮崎 農業 45904 (一社）宮崎県農業法人経営者協会 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

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

宮崎 農業 45906 （公社）宮崎県畜産協会 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/index.html
・受付時間　8:30～17:15
・県内の畜産業者に限る

宮崎 農業 45907 （一社）宮崎県配合飼料価格安定基金協会 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

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

宮崎 農業 45999 宮崎県農業再生協議会 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

宮崎 林業 45300 宮崎県森林組合連合会 宮崎市橘通東 1丁目11番1号
事業部　労働安全・
山づくり対策室

0985-25-5133 http://www.moritohito.or.jp/
9：00～12：00　13：00～16：30
森林組合及び森林組合員並びにその他の林業
者に限る

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

宮崎 水産業 45600 宮崎県漁業協同組合連合会 宮崎市 港2丁目6番地 0985-28-6111 http://www.mzgyoren.jf-net.ne.jp/

宮崎 水産業 45601 北浦漁業協同組合 延岡市 北浦町市振541番地4 0982-45-3101

宮崎 水産業 45602 島浦町漁業協同組合 延岡市 島浦町874番地1 0982-43-1111

宮崎 水産業 45603 延岡漁業協同組合 延岡市 方財町230番地 0982-33-3056

宮崎 水産業 45604 延岡市漁業協同組合 延岡市 土々呂町3丁目4040番地 0982-37-0611

宮崎 水産業 45605 庵川漁業協同組合 東臼杵郡門川町 庵川西6丁目188番地 0982-63-1048

宮崎 水産業 45606 門川漁業協同組合 東臼杵郡門川町 大字門川尾末8807番地60 0982-63-2123

宮崎 水産業 45607 日向市漁業協同組合 日向市 大字細島852番地3 0982-52-4088
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宮崎 水産業 45608 都農町漁業協同組合 児湯郡都農町 大字川北3741番地 0983-25-0028

宮崎 水産業 45609 川南町漁業協同組合 児湯郡川南町 大字川南17437番地4 0983-27-0026

宮崎 水産業 45610 一ツ瀬漁業協同組合 宮崎市 佐土原町下富田4643番地 0985-73-4881

宮崎 水産業 45611 檍浜漁業協同組合 宮崎市 港1丁目15番地 0985-25-2773

宮崎 水産業 45612 宮崎漁業協同組合 宮崎市 港1丁目9番地 0985-29-7171 http://www.jf-m.jp/

宮崎 水産業 45613 宮崎市漁業協同組合 宮崎市 青島3丁目5番1号 0985-65-1011 http://www.jf-miyazakishi.jp/

宮崎 水産業 45614 日南市漁業協同組合 日南市 字石河588番地129 0987-23-2111 http://www.mznitinangyokyo.jf-net.ne.jp/

宮崎 水産業 45615 南郷漁業協同組合 日南市 南郷町中村乙4614番地3 0987-64-1155

宮崎 水産業 45616 栄松漁業協同組合 日南市 南郷町中村乙4129番地 0987-64-0206

宮崎 水産業 45617 外浦漁業協同組合 日南市 南郷町潟上134番地54 0987-64-1161

宮崎 水産業 45618 串間市東漁業協同組合 串間市 大字大納136の乙 0987-76-1515

宮崎 水産業 45619 串間市漁業協同組合 串間市 大字西方15071番地128 0987-72-0020 http://www.kushimasigyokyou.jp/

宮崎 水産業 45908 日南市チョウザメ普及協議会 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

鹿児島 農業 46005 鹿児島みらい農業協同組合 鹿児島市小川町 27-17
農業振興対策部　営
農企画課

099-239-9305 https://ja-kagoshimamirai.or.jp/

鹿児島 農業 46007 いぶすき農業協同組合 指宿市山川成川 3830 総合サポート室 0993-35-3411 http://ja-ibusuki.or.jp/

鹿児島 農業 46010 南さつま農業協同組合 南九州市知覧町郡 17285 農産部　営農対策課 0993-58-7114 https://ja-minamisatsuma.or.jp/

鹿児島 農業 46008 さつま日置農業協同組合 日置市伊集院町下谷口 5003-1
営農経済部　営農企
画課

099-273-2124 https://ja-satsumahioki.or.jp/

鹿児島 農業 46006 鹿児島いずみ農業協同組合 出水市高尾野町下水流 890
園芸農産事業部　指
導課

0996-64-2630 http://www.ks-ja.or.jp/izumi/

鹿児島 農業 46013 あいら農業協同組合 霧島市隼人町西光寺 521-1
農業経営支援部農業
経営支援課

0995-43-7396 https://ja-aira.or.jp/

鹿児島 農業 46011 そお鹿児島農業協同組合 曽於市大隅町岩川 5591-1 農家支援センター 099-482-6822 https://ja-sookagoshima.or.jp/

鹿児島 農業 46009 あおぞら農業協同組合 志布志市有明町野井倉 1373-1 営農指導課 099-474-2207 http://www.ja-aozora.or.jp

鹿児島 農業 46001 肝付吾平町農業協同組合 鹿屋市吾平町麓 3338-4 営農指導課 0994-58-6513 http://www.ja-k-aira.jp/

鹿児島 農業 46012 鹿児島きもつき農業協同組合 鹿屋市白崎町 1-1
総合営業部　農家経
営支援課

0994-41-4746 https://ja-kagoshimakimotsuki.or.jp/

鹿児島 農業 46002 種子屋久農業協同組合 熊毛郡中種子町野間 5281
農家経営支援セン
ター

0997-27-1218 https://www.ja-taneyaku.or.jp/

鹿児島 農業 46003 あまみ農業協同組合 大島郡龍郷町浦 111-1 経済部　経済課 0997-62-3739 http://ja-amami.or.jp/

鹿児島 農業 46004 北さつま農業協同組合 薩摩郡さつま町虎居 745 生産部　営農企画課 0996-53-1247 http://www.ja-kitasatsuma.or.jp/

鹿児島 農業 46200 鹿児島県酪農業協同組合 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/

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

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

鹿児島 農業 46999
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)

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

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

鹿児島 林業 46904 鹿児島県素材生産事業連絡協議会 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

鹿児島 水産業 46600 鹿児島県漁業協同組合連合会 鹿児島市 鴨池新町１１－１ 099-253-7811

鹿児島 水産業 46601 鹿児島県漁業協同組合 鹿児島市 鴨池新町11-1 099-806-1313
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鹿児島 水産業 46602 東町漁業協同組合 出水郡長島町 鷹巣1769-1 0996-86-1200

鹿児島 水産業 46603 北さつま漁業協同組合 阿久根市 晴海町2 0996-72-1511

鹿児島 水産業 46604 川内市漁業協同組合 薩摩川内市 港町6185ｰ7 0996-26-2011

鹿児島 水産業 46605 甑島漁業協同組合 薩摩川内市 里町里3527-1 09969-3-2316

鹿児島 水産業 46606 羽島漁業協同組合 いちき串木野市 浜田町85-1 0996-35-0001

鹿児島 水産業 46607 串木野市漁業協同組合 いちき串木野市 西浜町19 0996-32-4111

鹿児島 水産業 46608 市来町漁業協同組合 いちき串木野市 湊町1丁目103番地 0996-36-2009

鹿児島 水産業 46609 江口漁業協同組合 日置市 東市来町伊作田2101 099-274-2326

鹿児島 水産業 46610 加世田漁業協同組合 南さつま市 加世田小湊8279-1 0993-53-9531

鹿児島 水産業 46611 笠沙町漁業協同組合 南さつま市 笠沙町片浦6510-8 0993-63-0048

鹿児島 水産業 46612 坊泊漁業協同組合 南さつま市 坊津町坊5601-4 0993-67-1313

鹿児島 水産業 46613 枕崎市漁業協同組合 枕崎市 松之尾町64 0993-72-2111

鹿児島 水産業 46614 山川町漁業協同組合 指宿市 山川福元6717 0993-34-0111

鹿児島 水産業 46615 指宿漁業協同組合 指宿市 湊4-13-27 0993-22-2236

鹿児島 水産業 46616 谷山漁業協同組合 鹿児島市 谷山中央3丁目4614 099-268-2003

鹿児島 水産業 46617 鹿児島市漁業協同組合 鹿児島市 城南町24-28 099-222-9435

鹿児島 水産業 46618 三島村漁業協同組合 鹿児島市 名山町12-18 099-226-5011

鹿児島 水産業 46619 錦江漁業協同組合 霧島市 隼人町真孝1041 0995-42-0030

鹿児島 水産業 46620 牛根漁業協同組合 垂水市 牛根麓9-4 0994-32-1389

鹿児島 水産業 46621 東桜島漁業協同組合 鹿児島市 東桜島町413-3 099-221-2862

鹿児島 水産業 46622 垂水市漁業協同組合 垂水市 海潟643-6 0994-32-1165

鹿児島 水産業 46623 鹿屋市漁業協同組合 鹿屋市 古江町7468 0994-46-3111

鹿児島 水産業 46624 ねじめ漁業協同組合 肝属郡南大隅町 根占川南1104 09942-4-2628

鹿児島 水産業 46625 東串良漁業協同組合 肝属郡東串良町 川東5023-10 0994-63-8518

鹿児島 水産業 46626 志布志漁業協同組合 志布志市 志布志町帖6617-17 0994-72-1011

鹿児島 水産業 46627 種子島漁業協同組合 西之表市 西町192 09972-2-0620

鹿児島 水産業 46628 南種子町漁業協同組合 熊毛郡南種子町 島間1 09972-6-4620

鹿児島 水産業 46629 屋久島漁業協同組合 熊毛郡屋久島町 安房136 09974-6-3116

鹿児島 水産業 46630 奄美漁業協同組合 奄美市 笠利町外金久亀崎988-1 0997-63-2167

鹿児島 水産業 46631 瀬戸内漁業協同組合 大島郡瀬戸内町 古仁屋字船津38 0997-72-1135

鹿児島 水産業 46632 喜界島漁業協同組合 大島郡喜界町 湾2967 0997-65-0249

鹿児島 水産業 46633 とくのしま漁業協同組合 大島郡徳之島町 亀津7428 0997-82-0791

鹿児島 水産業 46634 沖永良部島漁業協同組合 大島郡和泊町 手々知名512-192 0997-92-3427

鹿児島 水産業 46635 名瀬漁業協同組合 奄美市 名瀬港町11-7 0997-52-5321

鹿児島 水産業 46636 吹上町漁業協同組合 日置市 吹上町入来4090-4 099-296-2405
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鹿児島 水産業 46637 十島村漁業協同組合 鹿児島市 泉町13-13 099-224-9768

鹿児島 水産業 46638 かいえい漁業協同組合 指宿市 開聞川尻5873-7 0993-32-2056

鹿児島 水産業 46639 内之浦漁業協同組合 肝属郡肝付町 南方22-2 0994-67-2121

鹿児島 水産業 46640 高山漁業協同組合 肝属郡肝付町 波見1753-5 0994-65-6336

鹿児島 水産業 46641 与論町漁業協同組合 大島郡与論町 茶化241-4 0997-97-2221

鹿児島 水産業 46901 一般社団法人鹿児島県養鰻管理協議会 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

沖縄 農業 47001 沖縄県農業協同組合 那覇市壺川 2-9-1
担い手サポートセン
ター

098-831-5565 http://www.ja-okinawa.or.jp/

沖縄 農業 47200 沖縄県酪農農業協同組合 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

沖縄 農業 47900 沖縄県農業法人協会 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

沖縄 農業 47901 一般社団法人沖縄県農業会議 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

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

沖縄 農業 47904 沖縄県花卉園芸農業協同組合 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/

沖縄 農業 47905 沖縄県養鶏協会 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

沖縄 農業 47999 沖縄県農業経営相談所 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

沖縄 林業 47300 沖縄県森林組合連合会 島尻郡南風原町大名 95番地1 総務課 098-888-0676 http://okinawakenshinren.web.fc2.com/森林組合に限る

沖縄 林業 47906 一般社団法人　沖縄県森林協会 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

沖縄 水産業 47600 沖縄県漁業協同組合連合会 那覇市 前島３丁目２５番３９号 098-860-2600 www.jf-okinawa.jp

沖縄 水産業 47601 与那原・西原町漁業協同組合 島尻郡与那原町 字板良敷６４９番地 098-946-2316 http://www.yonishi.com/

沖縄 水産業 47602 宮古島漁業協同組合 宮古島市 平良荷川取593番地5 0980-72-2029

沖縄 水産業 47603 与那城町漁業協同組合 うるま市 与那城平安座9396番地6 098-977-8510

沖縄 水産業 47604 伊江漁業協同組合 国頭郡伊江村 字川平498番地 06980-49-2035 http://www.iegyo.com

沖縄 水産業 47605 糸満漁業協同組合 糸満市 字糸満1943-2 098-992-2011

沖縄 水産業 47606 与那国町漁業協同組合 八重山郡与那国町 字与那国4022 0980-87-2803

沖縄 水産業 47607 沖縄県車海老漁業協同組合 那覇市 前島２－２－７ 098-869-0716 http://www.kurumaeb.com/index.html

沖縄 水産業 47608 伊良部漁業協同組合 宮古島市 伊良部字前里添１番地 098-078-3119

沖縄 水産業 47609 八重山漁業協同組合 石垣市 新栄町83番地 0980-82-2448

沖縄 水産業 47611 羽地漁業協同組合 名護市 仲尾次510番地の7 0980-58-1829

沖縄 水産業 47612 本部漁業協同組合 国頭郡本部町 字谷茶28番地 0980-47-2500 http://www.motobu.jp/

沖縄 水産業 47613 石川漁業協同組合 うるま市 石川石崎２丁目１番 098-964-3187

沖縄 水産業 47614 佐敷中城漁業協同組合 南城市 佐敷字津波古３７５－２ 098-947-6723
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沖縄 水産業 47615 久米島漁業協同組合 島尻郡久米島町 字宇根４０２番地 098-985-8216

沖縄 水産業 47616 座間味村漁業協同組合 座間味村 字座間味94番地 098-987-2015

沖縄 水産業 47617 沖縄市漁業協同組合 沖縄市 泡瀬1丁目11番28号 098-939-3711

沖縄 水産業 47618 那覇地区漁業協同組合 那覇市 港町1丁目1番9号 098-868-5472 http://www.nahachiku-gyokyo.jp

沖縄 水産業 47619 浦添宜野湾漁業協同組合 浦添市 牧港５丁目２２番２号 098-877-6600

沖縄 水産業 47621 沖縄県近海鮪漁業協同組合 那覇市 港町1-1-16 098-868-3324

沖縄 水産業 47622 港川漁業協同組合 島尻郡八重瀬町 字港川381番地 098-998-2261

沖縄 水産業 47623 勝連漁業協同組合 うるま市 勝連平敷屋3821-18 098-983-0003

沖縄 水産業 47624 宜野座村漁業協同組合 国頭郡宜野座村 字漢那1703-4 098-968-3755

沖縄 水産業 47625 国頭漁業協同組合 国頭郡国頭村 字辺土名183番地４ 0980-41-2588

沖縄 水産業 47626 北谷漁業協同組合 北谷町 字港４ 098-936-1847

沖縄 水産業 47627 名護漁業協同組合 名護市 城3-1-1 0980-52-2812

沖縄 水産業 47628 伊平屋村漁業協同組合 島尻郡伊平屋村 我喜屋217番地の30 0980-46-2368

沖縄 水産業 47629 金武漁業協同組合 国頭郡金武町 字金武4363番地の7 098-968-3596

沖縄 水産業 47630 今帰仁漁業協同組合 国頭郡今帰仁村 字運天962番地4 0980-56-2226 https://www.naki-umi.com

沖縄 水産業 47631 読谷村漁業協同組合 中頭郡読谷村 字都屋33番地 098-956-1640 www.yomitangyokyou.com

沖縄 水産業 47632 那覇市沿岸漁業協同組合 那覇市 港町3丁目1番17号 098-861-2707

沖縄 水産業 47633 知念漁業協同組合 南城市 知念知名1198番地 098-947-6616 http://www.jf-chinen.com/

沖縄 水産業 47634 渡嘉敷漁業協同組合 渡嘉敷村 字渡嘉敷352番地 098-987-2400

沖縄 水産業 47635 伊是名漁業協同組合 島尻郡 伊是名村字勢理客2809番地の3 0980-45-2018


