
令和４年４月１日現在

FAX番号

北 海 道 011-204-5800 232-1053 総合政策部 地域創生局 地域政策課 地域政策係

青  　森 017-734-9534 734-8136 農林水産部 構造政策課 農村活性化グループ

岩　　手 019-629-5183 629-5254 ふるさと振興部 地域振興室 地域企画担当

宮　　城 022-211-2423 211-2442 企画部 地域振興課 調整班

秋　　田 018-860-1851 860-3815 農林水産部 農山村振興課 調整・地域活性化班

山　　形 023-630-3077 630-2509 農林水産部 農村計画課 農村活性再生担当

福　　島 024-521-7415 521-7545 農林水産部 農村振興課 農村集落担当

茨　　城 029-301-4264 301-4169 農林水産部 農地局 農村計画課 農村活性化担当

栃　　木 028-623-2257 623-2234 総合政策部 地域振興課 地域づくり支援担当

群　　馬 027-897-2776 243-3110 地域創生部 地域創生課 過疎山振係

埼　　玉 048-830-4093 830-4830 農林部 農業ビジネス支援課 農地活用担当

千　　葉 043-223-2858 225-2479 農林水産部 農地・農村振興課 地域振興班

東　　京 03-5388-2443 5388-1259 総務局 行政部 振興企画課 多摩振興担当

神 奈 川 045-210-4475 210-8852 環境農政局 農水産部 農地課 農地活用グループ

新　　潟 025-280-5088 280-5227 知事政策局 地域政策課 特定地域振興班

富　　山 076-444-9607 444-4561 地方創生局　ワンチームとやま推進室 中山間地域対策課

石　　川 076-225-1673 225-1618 農林水産部 里山振興室 里山振興グループ

福　　井 0776-20-0446  20-0651 農林水産部 中山間農業・畜産課 伝統農業・中山間グループ

山　　梨 055-223-1423 223-1428 総務部 市町村課 地域振興担当

長　　野 026-235-7023 232-2557 企画振興部 地域振興課 地域連携支援係

岐　　阜 058-272-8119 278-2573 清流の国推進部 市町村課 財政係

静　　岡 054-221-2749 273-1123 経済産業部 農業局 地域農業課 地域農業班

愛　　知 052-954-6097 954-6981 総務局 総務部 市町村課 地域振興室 山村・離島グループ

三　　重 059-224-2551 224-3153 農林水産部 農山漁村づくり課 農地水保全班

滋　　賀 077-528-3961 528-4888 農政水産部 農村振興課 農村企画係

京　　都 075-414-4900 414-5039 農林水産部 農村振興課 里力再生担当

兵　　庫 078-362-9198 362-4458 農政環境部 農政企画局 楽農生活室 楽農生活班

奈　　良 0742-27-7470  27-1070 水循環・森林・景観環境部 奈良の木ブランド課 需要基盤強化係

和 歌 山 073-441-2960 433-1037 農林水産部 森林・林業局 林業振興課 調整班

鳥　　取 0857-26-7129  26-8107 地域づくり推進部 中山間・地域交通局 中山間地域政策課

島　　根 0852-22-6453  22-5761 地域振興部 中山間地域・離島振興課 地域共創支援グループ

岡　　山 086-226-7442 224-1109 農林水産部 農村振興課 中山間地域農業推進班

広　　島 082-513-3551 223-3566 農林水産局 就農支援課 農地集積グループ

山　　口 083-933-2549 933-2559 総合企画部 中山間地域づくり推進課

徳　　島 088-621-2739 621-2829 政策創造部 地方創生局 市町村課

香　　川 087-832-3449 806-0205 農政水産部 農村整備課 農村環境グループ

愛　　媛 089-912-2514 946-4584 農林水産部 農政企画局 農政課 ６次産業化推進グループ

高　　知 088-823-9739 823-9258 中山間振興・交通部 中山間地域対策課

福　　岡 092-643-3503 642-4605 農林水産部 農山漁村振興課 中山間地域振興係

佐　　賀 0952-25-7115  25-7465 農林水産部 農政企画課 企画担当(中山間地域農業班)

熊　　本 096-333-2378 385-5025 農林水産部 農村振興局 むらづくり課 農村環境・棚田振興斑

大　　分 097-506-2125 506-1804 企画振興部 おおいた創生推進課 地域活力創生班

宮　　崎 0985-26-7036  26-7353 総合政策部 中山間・地域政策課

鹿 児 島 099-286-3114 286-5589 農政部 農村振興課 中山間・鳥獣害対策係

関係都道府県山村振興対策窓口一覧
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