
肥料価格高騰対策事業　事業実施主体一覧 令和４年11月７日時点

No. 都道府県 協議会名 住所 電話番号 E-mail ＨＰアドレス 備考

1 北海道
北海道肥料コスト低減体系緊急転換
事業推進協議会

〒060-8588
札幌市北３条西６丁目北海道農政部
生産振興局技術普及課

011-204-5429
hiryoutaisaku@chuo.ja-
hokkaido.gr.jp

お問い合わせは、できるだけ
メールでお願いします。

2 青森県 青森県農業再生協議会
〒030-8570
青森県青森市長島1-1-1（青森県食
の安全・安心推進課内）

017-734-9352 SANZEN@pref.aomori.lg.jp https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/sanzen/hiryoukototu.html

3 岩手県 岩手県肥料コスト低減推進協議会
〒020-8570
岩手県盛岡市内丸10-1（岩手県農
業普及技術課内）

019-629-5656 AF0005@pref.iwate.jp

4 宮城県 宮城県農業再生協議会
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1（宮
城県みやぎ米推進課内）

miyagi-hiryo@pref.miyagi.lg.jp https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/noenkan/hiryoukakakukoutou2022.html

5 秋田県 秋田県農業再生協議会
〒010-8570
秋田市山王４丁目１－１（秋田県水
田総合利用課内）

018-860-1785 suiden@pref.akita.lg.jp https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/68145

6 山形県 山形県農業再生協議会
〒990-8570
山形県山形市松波二丁目８番１号
（山形県農業技術環境課内）

023-630-2481

7 福島県 福島県担い手育成総合支援協議会
〒960-8670
福島県福島市杉妻町2番16号
（福島県環境保全農業課内）

024-521-7453
kankyouhozen_nougyou@pref.fu
kushima.lg.jp

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021d/

8 茨城県 茨城県農業再生協議会 茨城県水戸市梅香１－１－４ 029-232-2115
noshin-chuo@ib-ja.or.jp
nougi@pref.ibaraki.lg.jp

https://www.ibaraki-suiden.jp/

9 栃木県 栃木県農業再生協議会
栃木県宇都宮市平出工業団地９番
地25

028-623-2286 saiseikyou01@pref.tochigi.lg.jp https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/kannkyou/hiryoukakakukoutou.html

10 群馬県 群馬県担い手育成総合支援協議会
〒371-8570
群馬県前橋市大手町１－１－１
群馬県農政部技術支援課内

027-226-3036 shienka@pref.gunma.lg.jp https://www.pref.gunma.jp/06/f09g_00161.html

取組実施者からのお問い合
わせは下記HPをご確認くだ
さい。
https://www.pref.gunma.jp/0
6/f09g_00163.html

11 埼玉県 埼玉県肥料価格高騰対策協議会
埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１
５－１

埼玉県肥料価格高騰対策

協議会事務局

048－833－1227
　（取組実施者向け）

http://hiryoukoutoutaisaku.saitama.jp/

12 千葉県 千葉県農業再生協議会
〒260-8667　千葉県千葉市中央区
市場町１－１
（千葉県安全農業推進課内）

043-223-2888 shokubo@mz.pref.chiba.lg.jp

（県HP）
https://www.pref.chiba.lg.jp/annou/hiryou/hiryoukoutou.html
（県協議会HP）
http://www.chiba-suiden.jp/subsidy/index.php

13 東京都 東京都肥料価格高騰対策協議会
東京都新宿区西新宿2-8-1東京都
産業労働局農林水産部食料安全課

03-5320-4834
Hirosuke_Takahashi@member.m
etro.tokyo.jp

https://www.agri.metro.tokyo.lg.jp/production/system/business/other/individual.html?entry_id=499

肥料販売事業者等からのご
質問は、東京都農業振興事
務所振興課（042－528－
5052）までお願いします。

14 神奈川県 神奈川県燃油・肥料高騰対策協議会
〒231-0002
神奈川県横浜市中区海岸通1-2-2

045-680-3005 nou-kura@chu.kn-ja.or.jp

15 山梨県 山梨県水田畑作農業再生協議会

JA山梨中央会（協議会事務局）：
〒400-8530
山梨県甲府市飯田一丁目１－20
山梨県農業技術課（県窓口）：
〒400-8501
山梨県甲府市丸の内一丁目６－１

JA山梨中央会：
055-223-3503
山梨県農業技術課：
055-223-1618

JA山梨中央会：einou@ja-
yamanashi.or.jp
山梨県農業技術課：nougyo-
gjt@pref.yamanashi.lg.jp

JA山梨中央会：https://www.ja-
yamanashi.or.jp/2014/11/04/%E5%B1%B1%E6%A2%A8%E7%9C%8C%E6%B0%B4%E7%94%B0%E7%95%91%E4
%BD%9C%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E5%86%8D%E7%94%9F%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A/
山梨県農業技術課：https://www.pref.yamanashi.jp/nougyo-gjt/hiryokototaisaku.html

URLが正常にリンクしない場
合は、文字がとぎれていない
か、確認してください。

16 長野県 長野県肥料高騰対策事業協議会
長野県長野市大字南長野字幅下６９
２の２
長野県農政部農業技術課内

026-235-7222 nogi@pref.nagano.lg.jp (現在作成中）

17 静岡県 静岡県農業再生協議会 静岡県静岡市葵区追手町９番18号 054-221-2689 chiikinou@pref.shizuoka.lg.jp https:www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-325/index.html



18 新潟県 新潟県農業再生協議会
〒９５１－８１１６
新潟県新潟市中央区東中通り一番
町189番地３

(JA新潟中央会)
025-230-2021

(県農産園芸課)
025-280-5296

(JA新潟中央会)
　saiseikyo@ja-niigata.or.jp
(県農産園芸課)
　ngt060030@pref.niigata.lg.jp

(JA新潟中央会)
　－
(県農産園芸課)　https://www.pref.niigata.lg.jp/site/nouen/

19 富山県 富山県農業再生協議会
〒９３０－０００４
富山県富山市桜橋通り5-13

076-444-8292
daichi.kanamori@pref.toyama.lg.j
p

20 石川県
石川県肥料コスト低減対策推進協議
会

〒９２０－０３６２
石川県金沢市古府一丁目２２０番地

076-240-5351 kawabata-mao@zennoh.or.jp

福井県農業再生協議会
〒９１０－０００５
福井県福井市大手３丁目２－１

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

【事務局】
福井県農林水産部流通販売課

〒９１０－８５８０
福井県福井市大手３丁目１７－１

22 岐阜県 岐阜県農業再生協議会
〒500-8570
岐阜県岐阜市薮田南２－１－１

058-272-8439
058-272-8436

c11423@pref.gifu.lg.jp https://www.pref.gifu.lg.jp/page/249419.html

23 愛知県 愛知県肥料高騰対策推進協議会
460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

052-954-6411 nogyo-keiei@pref.aichi.lg.jp https://www.pref.aichi.jp/soshiki/nogyo-keiei/hiryo-kouto.html

24 三重県 三重県農業再生協議会
514-8570
津市広明町13番地

059-224-2133 nousan@pref.mie.lg.jp https://www.pref.mie.lg.jp/NOAN/HP/m0110400103.htm

25 滋賀県 滋賀県農業再生協議会

①〒520-0807
滋賀県大津市松本１丁目2-20
（滋賀県農業教育情報センター内）

②〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1-1
（滋賀県庁みらいの農業振興課）

①077-528-5211

②077-528-3842
sisuiden@leaf.ocn.ne.jp https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/nougyou/ryutsuu/327139.html

26 京都府 京都府農業再生協議会
〒602-8570
京都府京都市上京区下立売通新町
西入藪ノ内町

075-414-4959 nosan@pref.kyoto.lg.jp https://www.pref.kyoto.jp/nosan/news/2022hiryokakakukoto.html

27 大阪府 大阪府水田農業推進協議会

〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16
(大阪府環境農林水産部農政室推進
課地産地消推進グループ)

(代)
06-6941-0351

大阪府環境農林水産部農政室
推進課地産地消推進グループ
CHISAN-
CHISHOU@gbox.pref.osaka.lg.jp

大阪府ホームページ
https://www.pref.osaka.lg.jp/nosei/seisyansyasapo-to/tekiseisehi.html

28 兵庫県 兵庫県農業活性化協議会 神戸市中央区海岸通１番地 078-333-5893 einou@ja-hyogo.or.jp http://hyogo-nogyo-kasseika.com/kanren.html

29 奈良県
奈良県肥料・燃油高騰緊急対策協議
会

〒630-8501
奈良県奈良市登大路町30
奈良県 食と農の振興部 農業水産振
興課

0742-27-7442

奈良県 農業水産振興課 お問
い合わせフォーム
https://www.secure.pref.nara.jp
/dd.aspx?menuid=1522

https://www.pref.nara.jp/14878.htm

30 和歌山県
和歌山県肥料コスト低減体系緊急転
換対策協議会

〒640-8585
和歌山市小松原通１丁目１番地
和歌山県庁果樹園芸課農業環境・
鳥獣害対策室内

073-441-2905 e0703002@pref.wakayama.lg.jp

31 鳥取県 鳥取県農業再生協議会
〒６８０－８５７０
鳥取県鳥取市東町１丁目２２０

0857-26-7417
0857-26-7649

seisanshinkou@pref.tottori.lg.jp https://www.pref.tottori.lg.jp/307380.htm

32 島根県 島根県農業再生協議会

〒６９０－８５０１
島根県松江市殿町１番地
（県協議会事務局：島根県農林水産
部農畜産課）

0852－22－5129
0852－22－5109

nouchikusan@pref.shimane.lg.jp http://shimanesuidenkyo.jp/

33 岡山県
岡山県燃油価格高騰緊急対策協議
会

①〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
（岡山県庁農産課安全農業推進

班）
②〒700-0826

岡山市北区磨屋町9番18
（JA岡山中央会総務企画部）

①086－226-7422
②086-232-2355

①nosan@pref.okayama.lg.jp
②nousin@co.oy-ja.or.jp

https://www.pref.okayama.jp/page/811747.html

岡山県庁農産課内HP

34 広島県 広島県農業再生協議会
〒730-8511
広島市中区基町10-52
（県協議会事務局）

082-513-3557 noukeiei@pref.hiroshima.lg.jp

（県HP）
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/82/hiryoukakaku-koutou.html
（県協議会HP）
http://www.h-suiden.jp/archives/2301

21 福井県

0776-20-0419

ecosyokuan@pref.fukui.lg.jp

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/nousan/hiryokototaisaku.html

【本事業問い合わせ専用ダイアル】

070-2251-9785
070-2251-9786

f-saisei@iris.ocn.ne.jp 【対応可能時間】
平日９時００分～１７時００分



35 山口県 山口県地域農業戦略推進協議会
〒754－0002
山口県山口市小郡下郷2139番地
（JA山口県 営農指導部内）

083-973-2215 https://y-ninaite.jp/
Webサイトへの事業の紹介
等は今後掲載予定です。

36 徳島県 徳島県農業再生協議会
〒770-0011
徳島県徳島市北佐古一番町5番12
号

(仮)088-621-2423
088-634-2480

下段の電話番号は10月26日
以降です。

37 香川県 香川県農業再生協議会
〒760-8570　高松市番町四丁目1番
10号
香川県農業生産流通課内

087-832-3419 seiryu@pref.kagawa.lg.jp https://www.saiseikyo-kagawa.jp/

38 愛媛県 愛媛県農業再生協議会
〒790-8555
松山市南堀端町２－３

089-912-2555 nousan@pref.ehime.lg.jp https://www.pref.ehime.jp/h35500/kannkyounougyoukakari/hiryoukoutoutaisaku.html

住所は申請者の住所
TEL、メール、HPアドレスは
事務局の愛媛県農産園芸課
です。

39 高知県 高知県農業再生協議会
〒780-0850
高知県高知市丸ノ内１丁目7番52号

088-821-4545 160501@ken.pref.kochi.lg.jp https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/162201/2022092600102.html

〒８１２－８５７７
福岡市博多区東公園７番７号
（福岡県　農林水産部 経営技術支
援課）

092-643-3572

（肥料販売業者関係）
対応可能時間
(平日）8時30分～12時00分
　　　 13時00分～17時00分

〒８１０－０００１
福岡市中央区天神４丁目５番２３号
（JA全農ふくれん）

092-762-4708

（JA系統関係）
対応可能時間
(平日）8時30分～12時00分
　　　 13時00分～17時00分

41 佐賀県 佐賀県農業再生協議会
〒840-8570
佐賀県佐賀市城内１丁目１番５９号

0952-25-7120 nougyoukeiei@pref.saga.lg.jp https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00387847/index.html
対応可能時間
　平日 8時30分～12時00分
　　　13時00分～17時15分

42 長崎県 長崎県農業再生協議会
〒850-8570
長崎県長崎市尾上町3-1

095-895-2933 https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/nogyo/hiryoukoutou/index.html
対応可能時間
　平日 8時30分～12時00分
　　　13時00分～17時15分

43 熊本県 熊本県農業再生協議会
〒８６２－８５７０
熊本県熊本市中央区水前寺６丁目１
８－１

096-333-2381
nogyogijutsu@pref.kumamoto.lg.j
p

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/74/150350.html
対応可能時間
　平日 9時00分～12時00分
　　　13時00分～17時00分

44 大分県 大分県肥料コスト低減推進協議会
〒８７０－０８４４
大分県大分市古国府六丁目4番1号

工事中 hiryokoto@chuuoukai.jaoita.net https://www.ja-oitachuuoukai.or.jp/group/cost.php

45 宮崎県 宮崎県農業再生協議会
〒８８０－００３２
宮崎県宮崎市霧島１丁目１番地１

0985-31-2030 nogyosaisei@chu.mz-ja.or.jp
対応可能時間
　平日 8時30分～12時00分
　　　13時00分～17時00分

46 鹿児島県 鹿児島県農業再生協議会
〒８９０－８５７７
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番１
号

099-286-2891 k-seisan@pref.kagoshima.lg.jp https://www.pref.kagoshima.jp/ag04/sangyo-rodo/nogyo/gizyutu/kankyo/taihi/hiryoukakaku.html
対応可能時間
　平日 8時30分～12時00分
　　　13時00分～17時15分

47 沖縄県
沖縄県肥料コスト低減体系緊急転換
協議会

〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎1-2-2
（沖縄県営農支援課内）

098-866-2280 aa045004@pref.okinawa.lg.jp

40 福岡県肥料コスト低減推進協議会福岡県




