
No. 都道府県 組織名 住　所 電話番号 E-mail 備　考

1 北海道
北海道 農政部
技術普及課

〒060-8588
北海道札幌市中央区北3条西6丁目

011-204-5429
takahashi.taku
ya1@pref.hokka
ido.lg.jp

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.ao
mori.lg.jp

3 岩手県
岩手県 農林水産部
農業普及技術課

〒020-8570
岩手県盛岡市内丸10-1

019-629-5664
AF0005@pref.iw
ate.jp

4 宮城県
宮城県 農政部
みやぎ米推進課

〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

022-211-2845 －

5 秋田県
秋田県 農林水産部
水田総合利用課

〒010-8570
秋田県秋田市山王4-1-1

018-860-1785
suiden@pref.ak
ita.lg.jp

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
023-630-2408

otahid@pref.ya
magata.jp

andotad@pref.y
amagata.jp

simanukig@pref
.yamagata.jp

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_n
ougyou@pref.fu
kushima.lg.jp

8 茨城県
茨城県 農林水産部
農業技術課

〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978番6

029-301-3936
nougi3@pref.ib
araki.lg.jp

9 栃木県
栃木県 農政部
経営技術課

〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1-1-20

028-623-2286
agriinfo@pref.
tochigi.lg.jp

10 群馬県
群馬県 農政部 技術支
援課 生産環境室

〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1

027-226-3036
shienka@pref.g
unma.lg.jp

申請書は、
取組実施者
が所在する
市町村にご
提出くださ
い。

11 埼玉県
埼玉県 農林部
農産物安全課

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂
3-15-1

048-830-4053
a4070-
04@pref.saitam
a.lg.jp

12 千葉県
千葉県 農林水産部
安全農業推進課

〒260-8667
千葉県千葉市中央区市場町1-1

043-223-2888
shokubo@mz.pre
f.chiba.lg.jp

13 東京都
東京都 農林水産部 食
料安全課 生産環境担当

〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
都庁第一本庁舎21階南側

03-5320-4834 －

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
nousei-
chiiki@chu.kn-
ja.or.jp

15 山梨県
山梨県 農政部
農業技術課

〒405-8501
山梨県甲府市丸の内1-6-1

055-223-1618
hirose-
ambd@pref.yama
nashi.lg.jp

令和３年度肥料コスト低減体系緊急転換事業 申請書類提出先・問合せ先一覧

市町村や県
出先機関な
どを提出窓
口としてい
る場合もあ
りますの
で、提出に
あたっては
事前に左記
にご確認く
ださい。



No. 都道府県 組織名 住　所 電話番号 E-mail 備　考

16 長野県
長野県肥料高騰対策事
業協議会（仮称）

〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下
692-2

026-235-7222
nogi@pref.naga
no.lg.jp

書類の提出
先は居住す
る市町村を
管轄する協
議会支部
（地域振興
局農業農村
支援セン
ター）にご
提出くださ
い。

17 静岡県
静岡県 経済産業部
農業局 地域農業課

〒420-8601
静岡県静岡市葵区追手町9番6号

054-221-2689
chiikinou@pref
.shizuoka.lg.j
p

18 新潟県
新潟県 農林水産部
農産園芸課

〒950-8570
新潟県新潟市中央区新光町4番地1

025-280-5296
ngt060030@pref
.niigata.lg.jp

19 富山県 富山県 農業技術課
〒930-0004
富山市桜橋通り5-13
富山興銀ビル10階

076-444-8292
daichi.kanamor
i@pref.toyama.
lg.jp

20 石川県
石川県肥料コスト低減
対策推進協議会（仮
称）

〒920-0383
石川県金沢市古府一丁目220番地

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

21 福井県 福井県 流通販売課
〒910-0015
福井県福井市大手3丁目17番1号

0776-20-0419
ecosyokuan@pre
f.fukui.lg.jp

22 岐阜県
岐阜県 農政部
農産園芸課

〒500-8570
岐阜市薮田南2-1-1

058-272-1111
c11423@pref.gi
fu.lg.jp

23 愛知県
愛知県 農業水産局
農政部 農業経営課

〒460-8501
名古屋市中区三の丸3-1-2

052-954-6411
nogyo-
keiei@pref.aic
hi.lg.jp

24 三重県 三重県 農産園芸課
〒514-8570
三重県津市広明町13番地

059-224-2543 －

申請書は、
地域を所管
する事務所
にご提出く
ださい。

25
滋賀県農業再生協議会
事務局（滋賀県農業経
営課内）

〒520-8577
滋賀県大津市京町4-1-1

077-528-3842
kankyojugai@pr
ef.shiga.lg.jp

26

滋賀県農業再生協議会
事務局支所（滋賀県大
津・南部農業農村振興
事務所農産普及課内）

〒525-8525
滋賀県草津市草津三丁目14番75号
（南部合庁4階）

077-567-5412
ga35@pref.shig
a.lg.jp

27

滋賀県農業再生協議会
事務局支所（滋賀県甲
賀農業農村振興事務所
農産普及課内）

〒528-8511
滋賀県甲賀市水口町水口6200
（甲賀合庁4階）

0748-63-6126
ga30@pref.shig
a.lg.jp

28

滋賀県農業再生協議会
事務局支所（滋賀県東
近江農業農村振興事務
所農産普及課内）

〒527-8511
滋賀県東近江市八日市緑町7-23
（東近江合庁4階）

0748-22-7715
ga31@pref.shig
a.lg.jp

29

滋賀県農業再生協議会
事務局支所（滋賀県湖
東農業農村振興事務所
農産普及課内）

〒522-0071
滋賀県彦根市元町4-1
（湖東合庁2階）

0749-27-2213
ga32@pref.shig
a.lg.jp

滋賀県
申請書は、
最寄りの事
務局支所
（県事務
所）にご提
出くださ
い。
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30

滋賀県農業再生協議会
事務局支所（滋賀県湖
北農業農村振興事務所
農産普及課内）

〒526-0033
滋賀県長浜市平方町1152-2
（湖北合庁4階）

0749-65-6613
ga33@pref.shig
a.lg.jp

31

滋賀県農業再生協議会
事務局支所（滋賀県高
島農業農村振興事務所
農産普及課内）

〒520-1621
滋賀県高島市今津町今津1758
（高島合庁3階）

0740-22-6026
ga34@pref.shig
a.lg.jp

32 京都府
京都府農業再生協議会
（京都府農産課）

〒602-8570
京都市上京区下立売通新町
西入藪ノ内町

075-414-4959
nosan@pref.kyo
to.lg.jp

33 大阪府
大阪府 農政室 推進課
地産地消推進グループ

〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎22階

06-6210-9590

CHISAN-
CHISHOU@gbox.p
ref.osaka.lg.j
p

34 兵庫県
兵庫県 農政環境部
農林水産局 農業改良課

〒650-8567
兵庫県神戸市中央区下山手通
5-10-1

078-362-9210
nogyokairyo@pr
ef.hyogo.lg.jp

35
奈良県 食と農の振興部
農業水産振興課

〒630-8501
奈良市登大路町30

0742-27-7442

kurata-
atsushi@office
.pref.nara.lg.
jp

36
奈良県肥料・燃油高騰
緊急対策協議会

〒630-8550
奈良市大森町57番地の3
（奈良県農協会館内）
奈良県農業協同組合中央会

0742-27-4015
kenchu29@oak.o
cn.ne.jp

37 和歌山県
和歌山県 農業環境・鳥
獣害対策室

〒640-8585
和歌山県和歌山市小松原通1-1

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

38 鳥取県 鳥取県 生産振興課
〒680-8570
鳥取県鳥取市東町一丁目220番地

0857-26-7649
0857-26-7415

morimoto-
k@pref.tottori
.lg.jp

furutato@pref.
tottori.lg.jp

39 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

0852-22-5649
nouchikusan@pr
ef.shimane.lg.
jp

40 岡山県
岡山県 農林水産部
農産課

〒700-8570
岡山県岡山市北区内山下2-4-6

086-226-7422
nosan@pref.oka
yama.lg.jp

41 広島県
広島県 農林水産局
農業経営発展課

〒730-8511
広島県広島市中区基町10-52

082-513-3557
noukeiei@pref.
hiroshima.lg.j
p

42 山口県 山口県 農業振興課
〒753-8501
山口県山口市滝町1-1

083-933-3366
a17300@pref.ya
maguchi.lg.jp

43 徳島県 徳島県 経営推進課
〒770-8570
徳島市万代町1丁目1番地

088-621-2423
keieisuishinka
@pref.tokushim
a.jp

44 香川県 香川県 農業経営課
〒760-8570
香川県高松市番町四丁目1番10号

087-832-3411
noukeika16300@
pref.kagawa.lg
.jp

奈良県

申請書は、
どちらかに
ご提出くだ
さい。
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45 愛媛県 愛媛県 農産園芸課
〒790-8570
愛媛県松山市一番町4丁目4-2

089-912-2565
nousan@pref.eh
ime.jp

46 高知県 高知県 環境農業推進課
〒780-0850
高知県高知市丸ノ内7番52号

088-821-4545 －

47 福岡県 福岡県 経営技術支援課
〒812-8577
福岡市博多区東公園7番7号

092-643-3572 －

48 佐賀県 佐賀県 園芸課
〒840-8570
佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号

0952-25-7120
engei@pref.sag
a.lg.jp

49 長崎県
長崎県 農林部
農産園芸課

〒850－8570
長崎県長崎市尾上町3-1

095-895-2933
az@pref.nagasa
ki.lg.jp

50 熊本県農業再生協議会
〒860-0842
熊本市中央区南千反畑2-3

－ －

51 熊本県 農業技術課
〒862-8570
熊本市中央区水前寺6丁目18番1号

096-333-2380
okuda-
n@pref.kumamot
o.lg.jp

52 大分県 大分県 地域農業振興課
〒870-8501
大分県大分市大手町3丁目1番1号

097-506-3663
a15060@pref.oi
ta.lg.jp

53 宮崎県
宮崎県 農政水産部
農業普及技術課

〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号

0985-26-7134
nogyofukyugiju
tsu@pref.miyaz
aki.lg.jp

54 鹿児島県
鹿児島県 経営技術課
生産環境係

〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号

099-286-2891
k-
seisan@pref.ka
goshima.lg.jp

55 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
（営農支援課内）

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

熊本県

申請書は、
どちらかに
ご提出くだ
さい。


