水の恵みカード 配布場所一覧 （R4．7．22 更新）
県 名

カード名
かみゆうべつ

カード配布場所
JAえんゆう

上湧別地区の玉ねぎ

おびひろきた

そ ら ち がわう が ん

空知川右岸地区のふらのメロン
ゆうふつ と う ぶ

勇払東部地区のハスカップ
し の つ ちゅう おう に

き

篠津中央二期地区の米
し んう り ゅ う ち

く

富良野土地改良区
厚真町土地改良区
篠津中央土地改良区

まい

こめ

く

こめ

北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地２３０番地

http://www.ja-enyu.com

01586-2-2161

お だ が わ

北海道空知郡中富良野町丘町７番１８号

www.furano.ne.jp/midorinet/

0167-44-2131

北海道勇払郡厚真町京町１６５－３

http://atsuma-kairyoku.jp/

0145-27-2610

山形県鶴岡市馬場町７番35号

http://www.shonaiakagawa.jp/

0235-22-1173

山形県鶴岡市熊出字黒沢55番地

http://www.shonaiakagawa.jp/

0235-22-1173

山形県鶴岡市馬場町７番35号

http://www.shonaiakagawa.jp/

0235-22-1173

山形県鶴岡市熊出字黒沢55番地

http://www.shonaiakagawa.jp/

0235-22-1173

赤川地区のお米
赤川頭首工管理棟
山形県
赤川用水管理センター
だだちゃ豆（鶴岡市鶴岡地域）
赤川頭首工管理棟
道の駅 七ヶ宿
旬の市 七ヶ宿
しちかしゅく

七ヶ宿町役場
大河原地方振興事務所

い ど

仙台地方振興事務所

井土地区のねぎ

北海道石狩郡当別町字金沢１３６３－２１

※配布終了
赤川用水管理センター

七ヶ宿町の源流米

新型コロナまん延防止のため休止中
８：３０～１７：００（土日祝祭日、年末年始は除く）
９：００～１７：００
（土日祝祭日、年末年始は除く）
新型コロナまん延防止のため休止中
（土日祝祭日、年末年始、お盆は除く）

※配布終了

利別川地区の米
青森県 小田川地区のお米

宮城県

8:30～17:00
（土日祝祭日、12/29～1/3除く）
8:30～17:00
（土日祝祭日、12/29～1/3除く）
8:30～17:00
（土日祝祭日、12/29～1/3除く）
8:30～17:00
（土日祝祭日、12/29～1/3除く）
９：００～１７：３０
（7・8月/～１８：００、12月～3月/～１７：００）
９：００～１７：００
定休日：無休（但し、11月～3月のみ水曜定休）
９：００～１７：１５
（土日祝祭日、１２／２９～１／３は除く）
８：３０～１７：１５
（土日祝祭日、１２／２９～１／３は除く）
８：３０～１７：１５
（土日祝祭日、１２／２９～１／３は除く）

宮城県刈田郡七ヶ宿町字関126

http://town.shichikashuku.miyagi.jp/sightseeing/food/michinoeki.htm
l
大河原地方振興事
http://town.shichikashuku.miyagi.jp/sightseeing/food/shunnoichi.htm 務所
l
農業農村整備部
計画調整班
http://www.town.shichikashuku.miyagi.jp/
0224-53-2639

宮城県柴田郡大河原町字南129-1

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-ns/

宮城県刈田郡七ヶ宿町字上野地内
宮城県刈田郡七ヶ宿町字滝上12

宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町4-17

わくや産直センター「黄金の郷」

９：３０～１８：００ 定休日：毎週水曜日

宮城県涌谷町涌谷字中江南222

北部地方振興事務所

８：３０～１７：１５
（土日祝祭日、１２／２９～１／３は除く）

宮城県大崎市古川旭四丁目1番1号 大崎合同庁舎4階東側

で き がわう が ん

出来川右岸地区の小ねぎ
かなん

五ヶ村堀地区の環境保全米

東部地方振興事務所登米地域事務所

なかつやま ち

く

こめ

石巻市北方土地改良区

なかつやま ち

く

だいず

石巻市北方土地改良区

中津山地区のお米
中津山地区の大豆

仙台地方振興事務
所
農業農村整備部
計画調整班
022-275-9127
http://www.town.wakuya.miyagi.jp/sangyo/nogyo/suishin/santyoku.h 北部地方振興事務
所
tml
農業農村整備部
計画調整班
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nh-sgsin-ns/
0229-91-0724
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sdsgsin-ns/

※配布終了

河南地区のキャベツ

ご か そんぼり

電話番号

※配布終了

大野平野地区の米
としべつがわ ち

ホームページURL

※配布終了

新雨竜地区のうりゅう米
お お の へ い や ち く

８：３０～１７：００（土曜日12:00まで）
（日、祝祭日、年末年始は除く）

問い合わせ先

配布場所の住所

※配布終了

帯広北地区の長いも

北海道

配布日時

８：３０～１７：１５
（土日祝祭日、１２／２９～１／３は除く）

9:00～17:00
（土日、祝祭日、年末年始、お盆は除く。）
9:00～17:00
（土日、祝祭日、年末年始、お盆は除く。）

宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼150-5

石巻市桃生町中津山字四軒前68-3
石巻市桃生町中津山字四軒前68-3

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-tmsgsin-ns/

東部地方振興事務
所
登米地域事務所
農業農村整備部
管理調整班
0220-22-5169

備 考

水の恵みカード 配布場所一覧 （R4．7．22 更新）
県 名

カード名

カード配布場所
阿武隈川上流土地改良区
白河市土地改良区
穴堰水系土地改良区

あ ぶ く ま がわじょうりゅうち

く

こめ

阿武隈川上流地区のお米

中島村土地改良区
農産物直売所 り菜あん
なかじま産直館・きらっしぇ（KIRASSHE)
穴堰水系土地改良区

あぶくまがわ じょ うり ゅう せきひら ち

く

阿武隈川上流（関平地区）のはとむぎ

泉崎農産物直売所 はにわの里
白河市土地改良区

あぶくまがわ じょ うり ゅう

ご か ち

く

あぶくまがわ じょ うり ゅう なかじま ち

く

こめ

阿武隈川上流（五箇地区）のお米

阿武隈川上流（中島地区）のシクラメ
ン

農産物直売所 り菜あん
中島村土地改良区
なかじま産直館・きらっしぇ（KIRASSHE)
白河市土地改良区

あぶくまがわ じょ うり ゅう しらかわ ち

く

こめ

阿武隈川上流（白河地区）のお米
福島県

農産物直売所 り菜あん
安積疏水土地改良区

あさかそすい ち

く

郡山市役所（農林部 農地課）
安積疏水土地改良区

く

こめ

安積疏水地区のお米・きゅうり

須賀川市役所（経済環境部 農政課 農林整備係）
安積疏水土地改良区

あさかそすい ち

く

安積疏水地区のそば

猪苗代町役場（農林課）
安積疏水土地改良区

あさかそすい ち

く

いも

安積疏水地区のとろろ芋

本宮市役所（産業部 農政課）
母畑地区土地改良区

ぼばた

母畑地区のきゅうり

千五沢ダム管理事務所
会津美郷町役場 本庁舎

あ い づ みやかわ

8：30～17：00（定休日：土日祝祭日）
年末年始は配布していません。
8：30～17：00（定休日：土日祝祭日）
年末年始は配布していません。
8：30～17：00（定休日：土日祝祭日）
年末年始は配布していません。
8：30～17：00（定休日：土日祝祭日）
年末年始は配布していません。
9：00～18：00（定休日：第１水曜日）
年末年始は配布していません。
10：00～18：00（定休日：毎週水曜日）
年末年始は配布していません。
8：30～17：00（定休日：土日祝祭日）
年末年始は配布していません。
10：00～18：00
（年中無休）
8：30～17：00（定休日：土日祝祭日）
年末年始は配布していません。
9：00～18：00（定休日：第１水曜日）
年末年始は配布していません。
8：30～17：00（定休日：土日祝祭日）
年末年始は配布していません。
10：00～18：00（定休日：毎週水曜日）
年末年始は配布していません。
8：30～17：00（定休日：土日祝祭日）
年末年始は配布していません。
9：00～18：00（定休日：第１水曜日）
年末年始は配布していません。
9：00～17：00

問い合わせ先

配布場所の住所
福島県白河市大手町3-3

ホームページURL
阿武隈川上流地区管理体制整備推進協議会 https://nishigoudam.org/

電話番号
0248-23-2290

福島県白河市八幡小路7-1)

0248-22-1158

福島県西白河郡泉崎村大字関和久字愛敬山1-1

0248-53-2803

福島県西白河郡中島村大字滑津字中島西11-1

0248-52-2577

福島県白河市弥次郎窪29-1

https://www.ja-yumeminami.or.jp/service/?id=5

福島県西白河郡中島村大字滑津字中ツ島33-1

http://www.vill-nakajima.jp/page/page000085.html

福島県西白河郡泉崎村大字関和久字愛敬山1-1
福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字山崎30-22

0248-53-2803
https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/page/page001084.html

福島県白河市八幡小路7-1
福島県白河市弥次郎窪29-1

0248-22-1158
https://www.ja-yumeminami.or.jp/service/?id=5

福島県西白河郡中島村大字滑津字中島西11-1
福島県西白河郡中島村大字滑津字中ツ島33-1

0248-23-2500

0248-23-2500
0248-52-2577

http://www.vill-nakajima.jp/page/page000085.html

福島県白河市八幡小路7-1

0248-22-1158

福島県白河市弥次郎窪29-1

https://www.ja-yumeminami.or.jp/service/?id=5

0248-23-2500

福島県郡⼭市開成⼆丁⽬22番地２

http://www.asakasosui.jp

024-922-4598

福島県郡山市朝日一丁目23-7

https://www.city.koriyama.lg.jp/

024-924-3921

福島県郡山市開成二丁目22-2

http://www.asakasosui.jp/

024-922-4598

福島県須賀川市八幡町135

https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/

0248-88-9139

福島県郡山市開成二丁目22-2

http://www.asakasosui.jp/

024-922-4598

福島県耶麻郡猪苗代町字城南１００

https://www.town.inawashiro.fukushima.jp/

0242-62-2116

福島県郡山市開成二丁目22-2

http://www.asakasosui.jp/

024-922-4598

福島県本宮市本宮字万世212

https://www.city.motomiya.lg.jp/

0243-24-5385

こめ

安積疏水地区のお米

あさかそすい ち

配布日時

こめ

会津宮川地区のお米

会津坂下町役場
会津宮川土地改良区

８：３０ ～ １７：１５
（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）
8：30～17：00
（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）
８：３０ ～ １７：１５
（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）
8：30～17：00
（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）
８：３０ ～ １７：１５
（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）
8：30～17：00
（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）
８：３０ ～ １７：１５
（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）
8：30～17：15
（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）
8：30～17：15
（土日祝祭日、12/29～1/4は除く）
8:30～17:15
（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）
8:30～17:15
（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）
8:30～17:15
（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

福島県石川郡石川町字当町12-1
福島県石川郡石川町大字母畑字辺栗49
福島県大沼郡会津美里町字新布才地1

0242-55-1191

福島県河沼郡会津坂下町字市中三番甲3662

0242-84-1505

福島県大沼郡会津美里町字油田1545

0242-54-7154

備 考

水の恵みカード 配布場所一覧 （R4．7．22 更新）
県 名

カード名

カード配布場所

あかぎせい ろく

ぐ ん ま ようすい ち い き

ホームページURL

独立行政法人水資源機構 群馬用水管理所

９：００～１７：００
（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

群馬県前橋市古市町386番地

https://www.water.go.jp/kanto/gunma

群馬用水土地改良区

９：００～１７：００
（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

群馬県前橋市古市町406番地

http://gunmayousui.jp

独立行政法人水資源機構 矢木沢ダム管理所

８：３０～１７：００（土日祝祭日も配布）
（11月下旬から5月上旬の冬期閉鎖期間中は除く（積雪状況に
より変わります））

群馬県利根郡みなかみ町藤原字矢木沢6381-4

https://www.water.go.jp/kanto/numata

利根加⽤⽔⼟地改良区

8：3０〜１７：００（⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く）

群⾺県⾢楽郡千代⽥町⼤字下中森463-3

⾢楽⼟地改良区

8：3０〜１７：００（⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く）

群⾺県⾢楽郡板倉町⼤字海⽼瀬6122

独⽴⾏政法⼈⽔資源機構 利根導⽔総合事業所 総務課

９：００〜１７：００（⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く）

埼⽟県⾏⽥市⼤字須加字船川4369番地

https://www.water.go.jp/kanto/tone/index.html

独⽴⾏政法⼈⽔資源機構 利根導⽔総合事業所 ⾒沼管理所

９：００〜１７：００（⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く）

埼⽟県久喜市菖蒲町上⼤崎７６０

https://www.water.go.jp/kanto/tone/index.html

⾒沼代⽤⽔⼟地改良区

９：００〜１７：００（⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く）

埼⽟県久喜市菖蒲町菖蒲65番地

葛⻄⽤⽔路⼟地改良区

９：００〜１７：００（⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く）

埼⽟県幸⼿市⼾島2丁⽬155番地

⽻⽣領島中領⽤排⽔路⼟地改良区

９：００〜１７：００（⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く）

埼⽟県加須市⼤越3756-1

埼⽟県北川辺領⼟地改良区

９：００〜１７：００（⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く）

埼⽟県加須市伊賀袋743-1

独立行政法人水資源機構 利根導水総合事業所 総務課

８：３０～１７：００（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

埼玉県行田市大字須加字船川4369番地

https://www.water.go.jp/kanto/tone/index.html

独立行政法人水資源機構 利根導水総合事業所 見沼管理所 ８：３０～１７：００（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

埼玉県久喜市菖蒲町上大崎７６０

https://www.water.go.jp/kanto/tone/index.html

見沼代用水土地改良区

９：００〜１７：００（⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く）

埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲65番地

独立行政法人水資源機構 霞ヶ浦用水管理所

９：００～１７：００（土日祝祭日、5/1、12/29～1/3、5/1は除く）

茨城県かすみがうら市牛渡359番地

https://www.water.go.jp/kanto/kasumiy/index.html

霞ヶ浦用水土地改良区

９：００～１７：００（土日祝祭日、5/1、12/29～1/3、5/1は除く）

茨城県下妻市北大宝219-8

http://www.kasumi-lid.or.jp/index.html

独立行政法人水資源機構 千葉用水総合管理所

９：００～１７：００（土日祝祭日、5/1、12/29～1/3、5/1は除く）

千葉県八千代市村上３１３９

https://www.water.go.jp/kanto/chiba/

栄町役場

９：００～１７：００（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

群馬県

と ね どうすい ち

問い合わせ先

配布場所の住所

電話番号

※配布終了

赤城西麓地区のレタス

群馬用水地域のなす

配布日時

く

利根導水地区のコメ

埼玉県

さいたまご う く ち

埼玉合口二期地区のコメ

かすみがうらようすい

茨城県 霞ヶ浦用水地区の夏ねぎ

さかえまち

栄町のどらまめ

な り た ようすい ち

く

成田用水地区のにんじん
ほ く そ う と う ぶ ようすい ち

く

千葉県 北総東部用水地区のやまといも

ひがし
そ う ようすい ち

く

東総用水地区のキャベツ

千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

http://www.town.sakae.chiba.jp/

独立行政法人水資源機構 千葉用水総合管理所成田用水事業
９：００～１７：００（土日祝祭日、5/1、12/29～1/3は除く）
所

千葉県成田市三里塚字御料牧場1番地２ 臨空開発第1セン
タービル８Ｆ

https://www.water.go.jp/kanto/chiba/narita_kaitiku/narita_kaitiku.html

独立行政法人水資源機構 千葉用水総合管理所北総管理所

９：００～１７：００（土日祝祭日、5/1、12/29～1/3は除く）

千葉県香取市佐原イ３０７６

https://www.water.go.jp/kanto/chiba/hokuso/hokusoutoubumain.html

独立行政法人水資源機構千葉用水総合管理所東総管理所

９：００～１７：００（土日祝祭日、5/1、12/29～1/3は除く）

千葉県香取郡東庄町笹川ろ８１

https://www.water.go.jp/kanto/chiba/touso/tousouyousuimain.html

東総用水土地改良区

９：００～１７：００（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

千葉県香取郡東庄町小南１１４０番地

ＪＡちばみどり 営農センター銚子

９：００～１７：００（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

千葉県銚子市新町１０００－１

http://www.ja-chibamidori.or.jp

長野県安曇野市豊科南穂高5566-1

http://www.ja-azm.iijan.or.jp/agricultural/direct/haiji/

ふえふきがわえんがん

※配布終了

山梨県 笛吹川沿岸地区のモモ
あ づ み の

長野県 安曇野地区のお米
しんかわりゅういき

新潟県 新川流域地区のくろさき茶豆

JAあづみ農産物直売所 安曇野スイス村ハイジの里

９：００～１８：００
（定休日：毎月1日※季節により変動有）
※配布終了

0263-87-0812

備 考

水の恵みカード 配布場所一覧 （R4．7．22 更新）
県 名

カード名
じ ょ うが んじ がわえんがん ち

く

カード配布場所
こめ

常願寺川沿岸地区のお米

常願寺川沿岸用水土地改良区連合（横江頭首工管理事務所）
庄川沿岸用水土地改良区連合
となみ散居村ミュージアム

と な みへいや

こめ

砺波平野のお米

道の駅 となみ野の郷

富山県

庄川特産館（庄川水記念公園）
庄川沿岸用水土地改良区連合
の

えんげいさ く も つ

となみ野の園芸作物（チューリップ、
たまねぎ）

となみ散居村ミュージアム
道の駅 となみ野の郷
庄川特産館（庄川水記念公園）
金沢市農林水産部農業基盤課
かほく市産業建設部産業振興課
津幡町産業建設部産業振興課
内灘町都市整備部地域産業振興課
ＪＡ金沢市 農産物直売所（ほがらか村）

か ほ く がたしゅうへんち

く

か が

石川県 河北潟周辺地区の加賀れんこん

ＪＡ金沢市 河北潟れんこん集出荷場
ＪＡかほく市 農産物直売所（そくさいかん）
河北潟干拓土地改良区
河北潟沿岸土地改良区

障害者支援施設「ハスネテラス」
くずりゅうがわかり ゅう

福井県 九頭竜川下流地区のお米 花あかり

配布日時
平日9：00～17：00
（土日祝日、年末年始等は除く）
平日 9:00〜17:00
（土日祝日、年末年始等は除く）
開館日 9:00〜18:00（休館日毎週水曜日・
祝祭日を除く毎月第3木曜日、年末年始
営業時間 9:00〜18:00
（年中無休、年末年始を除く）
営業時間 9:00〜18:00（12月〜2月は9:00
〜16:00、年末年始を除く）
平日 9:00〜17:00
（土日祝日、年末年始等は除く）
開館日 9:00〜18:00（休館日毎週水曜日・
祝祭日を除く毎月第3木曜日、年末年始
営業時間 9:00〜18:00
（年中無休、年末年始を除く）
営業時間 9:00〜18:00（12月〜2月は9:00
〜16:00、年末年始を除く）
９：００～１７：００
（土日祝日、年末年始は配布していません）
９：００～１７：００
（土日祝日、年末年始は配布していません）
９：００～１７：００
（土日祝日、年末年始は配布していません）
９：００～１７：００
（土日祝日、年末年始は配布していません）
８：３０～１８：００
（不定期の休みあり、年末年始は配布していません）
れんこんの集出荷にあわせて 不定期の休みあり
８：００～１９：００（12～2月は８：３０～１８：００）
（年始、1月～2月の毎週火曜日は配布していません）
９：００～１７：００
（土日祝日、年末年始は配布していません）
９：００～１７：００
（土日祝日、年末年始は配布していません）
火～金、祝前日 １１：００～１８：００
土、日、祝日
１１：００～２０：００
（月(祝日の場合翌平日)は配布していません）
※配布終了

問い合わせ先

配布場所の住所

ホームページURL

電話番号

富山県中新川郡立山町横江１１９

http://www.tym-midori.net/jyouganji-rengou/

076-483-1510

富山県砺波市一番町108
庄川合口用水会館内

http://www.tym-midori.net/syougawa-rengou/

0763-32-2351

富山県砺波市太郎丸80

https://sankyoson.com/

0763-34-7180

富山県砺波市宮沢町3-11

http://www.ja-tonamino.jp/cyokubai

0763-32-8600

富山県砺波市庄川町金屋1550

https://mizukinen.com/tokusankan.html

0763-82-5696

富山県砺波市一番町108
庄川合口用水会館内

http://www.tym-midori.net/syougawa-rengou/

0763-32-2351

富山県砺波市太郎丸80

https://sankyoson.com/

0763-34-7180

富山県砺波市宮沢町3-11

http://www.ja-tonamino.jp/cyokubai

0763-32-8600

富山県砺波市庄川町金屋1550

https://mizukinen.com/tokusankan.html

0763-82-5696

金沢市広坂1-1-1

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/nouson/index.html

076-225-1636

かほく市宇野気ニ81番地

https://www.city.kahoku.lg.jp/soshiki/400000/400200/index.html

076-283-7105

河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地

https://www.town.tsubata.lg.jp/division/sangyou/sangyou_top.html

076-288-6704

内灘町字大学1丁目2番地1

https://www.town.uchinada.lg.jp/soshiki/chiiki/

076-286-6708

金沢市松寺町未59番地1

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/nousan/kyouryoku-shop/0283.html

076-237-0641

金沢市湖南町337
河北郡津幡町舟橋253

－

076-258-4040

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/nousan/kyouryoku-shop/0585.html

076-288-8400

河北郡津幡町字湖東395

http://www.kahokugata.com/kairyouku.php

076-288-4424

河北郡津幡町字能瀬ナ73-3

http://www.k-engan.or.jp/cont/gaiyou.html

076-255-3309

金沢市木越町ツ18-1

https://hasuneterrace.owst.jp/

076-256-0525

備 考

水の恵みカード 配布場所一覧 （R4．7．22 更新）
県 名

カード名

カード配布場所

な が ら が わ よう すい

美濃加茂市役所 産業振興部 農林課
岐阜県
き そ がわう が ん ち

く

木曽川用水（木曽川右岸地区）の柿

美濃加茂市木曽川右岸用水土地改良区
JAめぐみの みのかも営農経済センター

とよがわようすい

とよがわようすい

9:00～17:00
（土日祝祭日、年末年始を除く）
9:00～17:00
（土日祝祭日、年末年始を除く）
9:00～17:00
（土日祝祭日、年末年始を除く）

とよがわようすい ち

く

とよがわようすい ち

く

とよがわようすい ち

く

※配布終了

とよがわようすい ち

く

※配布終了

や な まる

※配布終了

おんしつ

豊川用水地区のアールスメロン

豊川用水地区のキャベツ
新城市の八名丸サトイモ
したらち ょう

ちゃ

とよねむら

尾張農林水産事務所
建設課 調査・団体営・単県グループ
尾張農林水産事務所 一宮支所
建設課 調査・団体営・単県グループ
海部農林水産事務所建設課調査・団体営・単県グループ
海部農林水産事務所農政課
知多農林水産事務所
建設課 調査・団体営・単県グループ
西三河農林水産事務所
建設課 調査・団体営・単県グループ

い ま いけ

維摩池地区のイチジク
こう なん

江南地区のネギ
あいさいほくぶ

愛西北部地区のレンコン
ひがしうら しせん

東浦支線地区のブドウ
め い じ ようすい

明治用水地区のイチジク

明治用水会館

は ず

吉良・幡豆地区のてん茶（抹茶）
まいぎおとべ

舞木乙部地区のナシ

たかさと

高里第１地区のホウレンソウ

西三河農林水産事務所 幡豆農地整備出張所
建設課 調査・団体営・単県グループ
豊田加茂農林水産事務所
建設課 調査・団体営・単県グループ
新城設楽農林水産事務所
建設課 調査・団体営・単県グループ
JA愛知東 本店
道の駅 つくで手作り村

とよがわ そ う ご う ようすい

豊川総合用水２期地区の電照菊

東三河農林水産事務所
建設課 調査・団体営・単県グループ、農政課
犬山頭首工管理所

も り ぐ ち だいこん

濃尾用水地区の守口大根

犬山城前観光案内所

愛知県
よう

独立行政法人水資源機構 愛知用水総合管理所

愛知用水地区の洋ラン

海部土地改良区
き そ が わ ようすい

のうびだいに ち

く

木曽川用水（濃尾第二地区）の

JAあいち海部 北部営農センター（レンコンセンター）

レンコン
JAあいち海部 愛菜耕房（グリーンセンター津島店）

とよがわようすい

岐阜県美濃加茂市前平町３－１６

http://www.ja-megumino.or.jp/

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目6番1号（建設課３Ｆ）

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/owari-nourin/

※配布終了

豊根村のブルーベリー

あ い ち ようすい

0587-97-3710

※配布終了

東栄町のお茶

く

http://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/index.cfm

※配布終了

設楽町のルネサンストマト

の う び ようすい ち

岐阜県美濃加茂市太田町３４３１－１
岐阜県美濃加茂市太田町１９００（美濃加茂市役所分庁舎）

※配布終了

豊川用水地区の温室みかん

ら

備 考

※配布終了

豊川用水地区のバラ

き

電話番号

※配布終了

豊川用水地区のトマト・ミニトマト

とうえいちょう

ホームページURL

※配布終了

豊川用水地区のキャベツ

しんしろし

問い合わせ先

配布場所の住所

※配布終了

長良川用水地区のお米

き そ が わ ようすい

配布日時

豊川用水地区のカキ

９：００～１７：００

（土日祝祭日、１２／２９～１／３は除く）

９：００～１７：００

（土日祝祭日、１２／２９～１／３は除く）

９：００～１７：００

（土日祝祭日、１２／２９～１／３は除く）

一時休止中

愛知県一宮市花池１丁目４−３５

９：００～１７：００
（土日祝祭日、１２／２９～１／３は除く）

愛知県津島市西柳原町1-14（建設課4F、農政課3F）

一時休止中

愛知県半田市出口町１－３６（建設課３Ｆ）

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/chita-nourin/

一時休止中

愛知県岡崎市明大寺本町１－４
（建設課８Ｆ）

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/nishimikawanourin/0000010876.html
https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/bosaibohan/yakudachi/hinanba
syo/meijiyosui.html
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/nishimikawa-nouhazu/0000012729.html

愛知県安城市大東町２２番１６号
愛知県西尾市寄住町下田１３番地

９：００～１７：００
（土日祝祭日、１２／２９～１／３は除く）

８：４５～１５：３０
（土日祝祭日、１２／２９～１／３は除く）
１０：００～１７：００
（木、１２／３１～１／３は除く）
９：００～１７：００
（土日祝祭日、１２／２９～１／３は除く）
8:45～17:00
（土日祝日、年末年始を除く）
9:00～17:00
（年末12/29-31を除く）
９：３０～１６：３０
9:00～17:00
（土日祝祭日、年末年始を除く）
9:00～17:00
（土日祝祭日、年末年始を除く）
9:00～17:00
（月曜日、年末年始を除く）

一時休止中

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ama-nourin/

一時休止中
一時休止中
一時休止中

愛知県豊田市元城町４－４５（建設課３Ｆ）

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/toyotakamo-nourin/

一時休止中

愛知県北設楽郡設楽町田口字小貝津６－２

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shinshiroshitara-nourin/

一時休止中

愛知県新城市平井中田６−１

http://www.ja-aichihigashi.com/

一時休止中

愛知県新城市作手清岳ナガラミ１０−２

http://tsukude.com/

一時休止中

愛知県豊橋市八町通５丁目４番地（建設課５Ｆ、農政課４Ｆ）

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/higashimikawa-nourin/

一時休止中

愛知県犬山市大字犬山字北古券
愛知県犬山市大字犬山字北古券12

http://www.maff.go.jp/tokai/noson/kisocho/
http://www.maff.go.jp/tokai/noson/kisocho/inuyama/card.html
https://inuyama.gr.jp/
https://inuyama.gr.jp/news/49969

愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字片平山２５番地の２５

https://www.water.go.jp/chubu/aityosui/

愛知県弥富市鎌倉町95番地

http://amatochi.com/

愛西市早尾町晩稲場36-1

http://www.ja-aichiama.com/index.html

愛知県津島市⼤縄町9丁⽬71-1

http://www.ja-aichiama.com/food/gctsushima.html
https://www.water.go.jp/chubu/toyokawa/index.html

豊川⽤⽔総合事業部

８：３０～１７：００（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

愛知県豊橋市今橋町8

豊橋支所

８：３０～１７：００（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

愛知県豊橋市西赤沢町字大坂993

新城⽀所

８：３０～１７：００（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

愛知県新城市一鍬田字西浦7-2

大野頭首工

８：３０～１７：００（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

愛知県新城市大野字ハナシ48

水源管理所

８：３０～１７：0０（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

愛知県新城市川合字大嶋26

0568-61-1003

0561-39-5460

0587-97-3710

0532-54-6501

水の恵みカード 配布場所一覧 （R4．7．22 更新）
県 名

カード名

カード配布場所

とよがわようすい

豊川用水地区のメロン

とよがわようすい

豊川用水地区のトマト

とよがわようすい

豊川用水地区のキャベツ

８：３０～１７：００（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

愛知県豊橋市今橋町8

豊橋支所

８：３０～１７：００（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

愛知県豊橋市西赤沢町字大坂993

新城⽀所

８：３０～１７：００（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

愛知県新城市一鍬田字西浦7-2

大野頭首工

８：３０～１７：００（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

愛知県新城市大野字ハナシ48

水源管理所

８：３０～１７：0０（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

愛知県新城市川合字大嶋26

豊川⽤⽔総合事業部

８：３０～１７：００（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

愛知県豊橋市今橋町8

豊橋支所

８：３０～１７：００（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

愛知県豊橋市西赤沢町字大坂993

新城⽀所

８：３０～１７：００（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

愛知県新城市一鍬田字西浦7-2

大野頭首工

８：３０～１７：００（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

愛知県新城市大野字ハナシ48

水源管理所

８：３０～１７：0０（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

愛知県新城市川合字大嶋26

豊川⽤⽔総合事業部

８：３０～１７：００（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

愛知県豊橋市今橋町8

豊橋支所

８：３０～１７：００（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

愛知県豊橋市西赤沢町字大坂993

新城⽀所

８：３０～１７：００（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

愛知県新城市一鍬田字西浦7-2

大野頭首工

８：３０～１７：００（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

愛知県新城市大野字ハナシ48

８：３０～１７：0０（土日祝祭日、12/29～1/3は除く）

愛知県新城市川合字大嶋26

水源管理所

のうびだいに ち

く

のうびだいに ち

く

木曽川用水（濃尾第二地区）のなばな 桑名市長島地区市民センター（長島町土地改良区）
三重県 木曽川用水（濃尾第二地区）のトマト

木曽岬町役場
独⽴⾏政法⼈⽔資源機構 三重⽤⽔管理所

み え ようすい ち

く

こ

0532-54-6501

https://www.water.go.jp/chubu/toyokawa/index.html

0532-54-6501

８：３０～１７：００ 通年

https://www.city.kuwana.lg.jp/sections/index.cfm?footer=71

0587-97-3710

https://www.town.kisosaki.lg.jp/

0587-97-3710

三重県いなべ市藤原町上相場字狸⾕3154番地の７

https://www.water.go.jp
059-393-2000

⽇本昭和⾳楽村管理事務所

9:00〜16:30
（休館⽇：⽔曜⽇、祝⽇、年末年始）

岐⾩県⼤垣市上⽯津町下⼭２０１１

琵琶湖干拓大中の湖土地改良区

9:00〜17:00（⼟⽇祝⽇､12/29〜1/3は除く）

滋賀県東近江市大中町432番地２

く

東播用水土地改良区

9:00〜17:00（⼟⽇祝⽇､12/29〜1/3は除く）

三木市志染町井上683

とうばんようすい ち

く

東播用水土地改良区

9:00〜17:00（⼟⽇祝⽇､12/29〜1/3は除く）

とうばんようすい ち

く

東播用水土地改良区

9:00〜17:00（⼟⽇祝⽇､12/29〜1/3は除く）

東播用水地区のブドウ

やまだにしき

東播用水地区の山田錦
な だ

名田地区のスターチス

名田周辺土地改良区
きさいかん

なんきようすい

南紀用水地区の梅

ＪＡ紀南ファーマーズマーケット紀菜柑

岩国市地方卸売市場（岩国市産業振興部生産流通課内）
いわくに し

岩国市のレンコン

岩国総合庁舎（岩国農林事務所内など）

山口県

山陽小野田市経済部農林水産課

さん よう お の だ

山陽小野田のネギ
厚狭地区複合施設
独立行政法人水資源機構香川用水管理所
独立行政法人水資源機構池田総合管理所
く

香川県 香川用水地区のブロッコリー

独立行政法人水資源機構 早明浦ダム・高知分水管理所
香川用水記念公園（水の資料館）
香川用水土地改良区（香川用水記念会館）

愛媛県

https://www.water.go.jp/chubu/toyokawa/index.html

三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地

く

か が わ ようすい ち

0532-54-6501

桑名市長島町松ヶ島38番地

ち

兵庫県 東播用水地区のメロン

和歌山県

9:00～17:00
（土日祝祭日、年末年始を除く）
9:00～17:00
（土日祝祭日、年末年始を除く）

とうばんようすい ち

滋賀県 大中の湖地区のスイカ

８：３０～１７：００
（定休日：土日祝日）
９：００～１８：００
（定休日：年末年始）
８：３０～１７：１５
（土日祝祭日、１２／２９～１／３は除く）
８：３０～１７：１５
（土日祝祭日、１２／２９～１／３は除く）
８：３０～１７：１５
（土日祝祭日、１２／２９～１／３は除く）
８：３０～１７：１５
（土日祝祭日、１２／２９～１／３は除く）
９：００～１７：００（土日祝祭日を含む）
※休日は管理所玄関のインターホンを押してください。
８：３０～１７：００（土日祝祭日を含む）
※休日は管理所玄関のインターホンを押してください。
８：３０～１７：００（土日祝祭日を含む）
※休日は管理所玄関のインターホンを押してください。
９：００～１６：３０
（12月～3月の木曜日、年末年始（12/29～1/3）は除く）
９：００～１７：００
（土日祝祭日、年末年始（12/29～1/3）は除く）

なんよよう すい

※配布終了

ど うぜ んど うごよう すい

※配布終了

南予用水地区のみかん
道前道後用水地区のキウイフルーツ

電話番号

https://www.water.go.jp/chubu/toyokawa/index.html

ちゃ

三重用水地区のお茶
だいなか

ホームページURL

※配布終了

金山南部地区の南紀みかん

き そ が わ ようすい

問い合わせ先

配布場所の住所

豊川⽤⽔総合事業部

か なや まな んぶ

き そ が わ ようすい

配布日時

－

0748-45-0127

http://www.toban-yosui.jp/

0794-87-0545

三木市志染町井上683

http://www.toban-yosui.jp/

0794-87-0545

三木市志染町井上683

http://www.toban-yosui.jp/

0794-87-0545

和歌山県御坊市名田町上野1529−5

－

0738-29-2121

和歌山県田辺市秋津町752-1

http://www.ja-kinan.or.jp

0739-81-0831

山口県岩国市尾津町5-11-1

https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/41/

0827-32-7355

山口県岩国市三笠町1丁目1-1

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/guidance/desaki/nousui.html

0827-29-1550

山口県山陽小野田市日の出一丁目１番１号

https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/24/

0836-82-1152

山口県山陽小野田市大字鴨庄94番地

https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/asatikuhukugousisetu/

0836－71－1645

香川県仲多度郡琴平町榎井８９１－２

https://www.water.go.jp/yoshino/kagawa/index.html

0877-73-4221

徳島県三好市池田町西山谷尻４２３５－１

0883-72-2050
https://www.water.go.jp/yoshino/ikeda/index.html

高知県土佐郡土佐町田井６５９１－５

0887-82-0485

香川県三豊市財田町財田中２３５５番地

https://www.mizupark.com/

0875-67-3760

香川県高松市番町５丁目１番２９号

https://www.kagawayousui.com/

087-802-5711

備 考

水の恵みカード 配布場所一覧 （R4．7．22 更新）
県 名

カード名
ち く ご かり ゅう ち

く

筑後下流地区のあまおう

カード配布場所

配布日時

問い合わせ先

配布場所の住所

ホームページURL

電話番号

備 考

（独）水資源機構筑後川下流用水管理所

９：００～１７：００（土、日、祝祭日、１２/２９～１/３を除く）

福岡県久留米市安武町武島23-1

https://www.water.go.jp/chikugo/ckaryu/index.html

0942-26-3484

一時休止中

（独）水資源機構筑後川上流総合管理所両筑平野用水管理所

９：００～１７：００（土、日、祝祭日、１２/２９～１/３を除く）

福岡県朝倉市江川1660-67

https://www.water.go.jp/chikugo/ryochiku/

0946-25-0113

一時休止中

佐賀県佐賀市富士町藤瀬729-5

http://www.sa-tochi.jp/

0952-57-2013

佐賀県佐賀市大和町大字久池井2967-7

http://www.sa-tochi.jp/

0952-62-0136

福岡県久留米市安武町武島23-1

https://www.water.go.jp/chikugo/ckaryu/index.html

0942-26-3484

長崎県雲仙市吾妻町古城名126

http://www.pref.nagasaki.jp/tisan/shop/detail.php?id=259

0957-38-7533

長崎県雲仙市吾妻町木場名259

http://www.pref.nagasaki.jp/tisan/shop/detail.php?id=258

0957-38-6546

福岡県
りょうち く へ い や ようすい ち

く

こめ

両筑平野用水地区の米

北山ダム管理所
さ が へ い や

佐賀平野のお米・麦
佐賀県
ち く ご かり ゅう ち

く

筑後下流地区のいちごさん

川上頭首工
（独）水資源機構筑後川下流用水管理所
守山直売所（JA島原雲仙）
ふるさとふれあい館（JA島原雲仙）

やまだばら

長崎県 山田原地区のブロッコリー

山田原土地改良区
雲仙市役所 農漁村整備課

きく ち だいち

菊池台地地区のスイカ

菊池台地用水土地改良区
大野川上流地域維持管理協議会（荻柏原土地改良区 事務所）

うぶやまむら

熊本県

産山村 「アスパラガス」

産山村役場（経済建設課）
大野川上流地域維持管理協議会（荻柏原土地改良区 事務所）

あ そ し なみの

阿蘇市波野 「トルコギキョウ」

阿蘇市役所（農政課）
大野川上流地域維持管理協議会（荻柏原土地改良区 事務所）

おおいたけん

あか と

大分県ブランド 「赤採りトマト」

竹田市役所（農林整備課）

大分県

大野川上流地域維持管理協議会（荻柏原土地改良区 事務所）
たけだ し すごう

竹田市菅生 「スイートコーン」

そ お と う ぶ

曽於東部地区のピーマン

きかい

喜界地区のごま
おきのえらぶ

沖永良部地区のテッポウユリ

竹田市役所（農林整備課）
ファーマーズマーケット「そお太くん市場」
（ＪＡそお鹿児島）
曽於東部土地改良区
喜界土地改良区（喜界地区水管理センター）
九州農政局 沖永良部農業水利事業所
曽於市役所（耕地課）

鹿児島県

8：30～17：15
（定休日：土日祝日、年末年始）
8：30～17：15
（定休日：土日祝日、年末年始）
９：００～１７：００（土、日、祝祭日、１２/２９～１/３を除く）
７：３０～１７：００
（定休日：お盆、年末年始）
８：００～１７：００
（定休日：年末年始）
８：３０～１７：００
（定休日：土日祝日）
８：３０～１７：１５
（定休日：土日祝日）
８：３０～１７：００
（定休日：土日祝日）
８：３０～１７：００
（定休日：土日祝日、年末年始）
８：３０～１７：１５
（定休日：土日祝日、年末年始）
８：３０～１７：００
（定休日：土日祝日、年末年始）
８：３０～１７：１５
（定休日：土日祝日、年末年始）
８：３０～１７：００
（定休日：土日祝日、年末年始）
８：３０～１７：００
（定休日：土日祝日、年末年始）
８：３０～１７：００
（定休日：土日祝日、年末年始）
８：３０～１７：００
（定休日：土日祝日、年末年始）
９：３０～１８：００
（定休日：不定休）
８：３０～１７：００
（定休日：土日祝日）
８：３０～１７：００
（閉館日：土日祝日、年末年始）
８：３０～１７：１５
（定休日：土日祝日）
８：３０～１７：１５ （定休日：土日祝日、年末年始）

長崎県雲仙市吾妻町木場名63
長崎県雲仙市吾妻町牛口名714番地

http://www.city.unzen.nagasaki.jp/

熊本県菊池市大字豊間294-1

http://suido-ishizue.jp/kokuei/kyushu/F1/F2/Kumamoto_Kikuchi%20d0968-25-1500

大分県竹田市萩町馬場426番地1
熊本県阿蘇郡産山村山鹿488番地3

熊本県阿蘇市一の宮町宮地504番地1

0967-25-2213
0974-68-2238

https://www.city.aso.kumamoto.jp

大分県竹田市萩町馬場426番地1
大分県竹田市大字会々1650番地

0957-38-3111

0974-68-2238
https://www.ubuyama-v.jp

大分県竹田市萩町馬場426番地1

0967-22-3274
0974-68-2238
0974-63-4806

https://www.city.taketa.oita.jp

大分県竹田市萩町馬場426番地1

0974-68-2238

大分県竹田市大字会々1650番地

https://www.city.taketa.oita.jp

鹿児島県曽於市大隅町境木町７２番

http://saijiki.zenchu-ja.or.jp/detail.php?template=detail_farmstand.tpl&099-479-3920

志布志市松山町新橋268 志布志市役所松山支所内
鹿児島県大島郡喜界町湾１３７２-１

0974-63-4806

http://www.midorinet-kagoshima.jp/cust-introduce/577/
http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/02/toubu.html

099-487-2986

http://www.town.kikai.lg.jp/kikai03/kikai33.asp

0997-55-3151

鹿児島県大島郡知名町知名85

http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/15/index.html

0997-93-1850

鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地

https://www.city.soo.kagoshima.jp/index.html

0986-76-8810

http://saijiki.zenchuja.or.jp/detail.php?template=detail_farmstand.tpl&id=3923

ファーマーズマーケット「そお太くん市場」（ＪＡそお鹿児島）

９：３０～１８：３０（不定休）

鹿児島県曽於市大隅町境木町72番

曽於北部土地改良区

８：３０～１７：１５ （定休日：土日祝日、年末年始）

鹿児島県曽於市財部町南俣11275番地

一般社団法人 曽於市観光協会

８：３０～１７：１５ （定休日：土日祝日、年末年始）

鹿児島県曽於市末吉町深川11050-1

https://soo-navi.jp/

0986-28-0111

霧島市役所 溝辺総合支所

８：３０〜１７：００（土、日、祝祭日、１２/２９〜１/３を除く）

霧島市溝辺町有川340

鹿児島県霧島市｜溝辺総合支所 (city-kirishima.jp)

0995-59-3111

物産館「きらく館」

９：００〜１７：００（1/１〜１/３を除く）

霧島市溝辺町竹子607-1

鹿児島県土地改良会館

８：３０〜１７：００（土、日、祝祭日、１２/２９〜１/３を除く）

鹿児島市名山町10番22号 鹿児島県土地改良会館

http://www.midorinet-kagoshima.jp/

099-223-6111

JAあいら溝辺支店

８：３０〜１７：００（土、日、祝祭日、１２/２９〜１/３を除く）

霧島市溝辺町有川320

https://ja-aira.or.jp/tenpo/tenpo25/

0995-59-2211

そ お ほ くぶ

曽於北部地区のゴボウ

0957-38-2911

－

099-479-3920
0986-72-1111

0995-59-2425

たか ぜ

竹子地区のお茶

一時休止中

水の恵みカード 配布場所一覧 （R4．7．22 更新）
県 名

カード名

カード配布場所
天神ダム管理棟

おおよどがわう が ん ち

く

ほ

だいこん

大淀川右岸地区の干し大根

大淀川右岸土地改良区
宮崎市役所（農村整備課）
都城市役所（農産園芸課）

宮崎県宮崎市橘通東1丁目14-20

0985-86-5550
http://www.ugan.or.jp
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/search_departments/n
ousei/15seibi/

0985-86-1977
0985-21-1782
0986-23-2425

８：３０～１7：１５（定休日：土日祝日、年末年始）

宮崎県都城市山之口町花木２００５

http：//ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｍｉｙａｋｏｎｏｊｏ.ｍｉｙａｚａｋｉ.ｊｐ

0986-57-3111

〃

高城支所

８：３０～１7：１５（定休日：土日祝日、年末年始）

宮崎県都城市高城町穂満坊３０６

http：//ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｍｉｙａｋｏｎｏｊｏ.ｍｉｙａｚａｋｉ.ｊｐ

0986-58-2311

〃

高崎支所

８：３０～１7：１５（定休日：土日祝日、年末年始）

宮崎県都城市高崎町大牟田１１５０－１

http：//ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｍｉｙａｋｏｎｏｊｏ.ｍｉｙａｚａｋｉ.ｊｐ

0986-62-1111

〃

山田支所

８：３０～１7：１５（定休日：土日祝日、年末年始）

宮崎県都城市山田町山田３８８１

http：//ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｍｉｙａｋｏｎｏｊｏ.ｍｉｙａｚａｋｉ.ｊｐ

0986-64-1111

９：３０～１８：００（定休日：１月１日）

宮崎県都城市都北町５２２５ー１

http：//ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｍｉｙａｋｏｎｏｊｏ.ｍｉｙａｚａｋｉ.ｊｐ

0986-38-5125

宮崎県都城市山之口町山之口２３０４－６

http：//ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｍｉｙａｋｏｎｏｊｏ.ｍｉｙａｚａｋｉ.ｊｐ

0986-57-5222

宮崎県都城市高城町石山４１９５

http：//ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｍｉｙａｋｏｎｏｊｏ.ｍｉｙａｚａｋｉ.ｊｐ

0986-29-2100

宮崎県北諸県郡三股町五本松１－１

http：//ｗｗｗ.town.mimata.lg.ｊｐ

0986-52-1111

宮崎県都城市高崎町大牟田１３３２ー８

http：//ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｍｉｙａｋｏｎｏｊｏ.ｍｉｙａｚａｋｉ.ｊｐ

0986-62-5526

宮崎県都城市山田町中霧島３３４０－２

http：//ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｍｉｙａｋｏｎｏｊｏ.ｍｉｙａｚａｋｉ.ｊｐ

0986-64-3711

宮崎県都城市蔵原町１１－２５

http：//ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｍｉｙａｋｏｎｏｊｏ.ｍｉｙａｚａｋｉ.ｊｐ

0986-26-7770

宮崎県都城市中町16-15

http：//ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｍｉｙａｋｏｎｏｊｏ.ｍｉｙａｚａｋｉ.ｊｐ

0986-22-0239

宮崎県都城市北原町１１０６－１００

http：//ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｍｉｙａｋｏｎｏｊｏ.ｍｉｙａｚａｋｉ.ｊｐ

0986-23-7140

観音さくらの里
三股町役場
ラスパたかざき
かかしの里 ゆぽっぽ
ウエルネス交流プラザ
都城市立図書館
都城市総合文化ホール

９：００～１８：００
（定休日：年末年始）
７：００～２１：００
（定休日：水曜日（祝日の場合は翌日））
８：３０～１７：００
（定休日：土日祝日、年末年始）
７：００～２１：００
（定休日：毎週木曜日）
９：００～２２：００
（定休日：毎月第２・第４火曜日（祝・祭日は翌日）
９：００～２２：００
（定休日：毎週火曜日（祝・祭日は翌日）
９：００～２１：００
（年中無休、点検等による臨時休業あり）
９：００～２２：００
（定休日：毎週水曜日、年末年始））

みやこ

※配布終了

おきなわほ んと うな んぶ

※配布終了

おきなわほ んと うな んぶ

※配布終了

沖縄本島南部地区のピーマン

宮崎県宮崎市田野町甲9003-55

山之口支所

道の駅山之口

宮古地区のマンゴー

宮崎県宮崎市田野町字天神河内乙241番31

電話番号

http：//ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｍｉｙａｋｏｎｏｊｏ.ｍｉｙａｚａｋｉ.ｊｐ

みやこのじょうぼんち

沖縄県 沖縄本島南部地区のにんじん

ホームページURL

宮崎県都城市姫城町６街区２１号

道の駅都城

都城盆地地区のキュウリ

９：００～１５：００
（定休日：なし）
８：３０～１７：１５
（定休日：土日祝日、年末年始）
８：３０～１７：１５
（定休日：土日祝日、年末年始）

問い合わせ先

配布場所の住所

８：３０～１7：１５（定休日：土日祝日、年末年始）

〃

宮崎県

配布日時

備 考

