
別掲３－１

（全国公募事業）

都道府県 提出先・問合せ先
住所

電話番号

〒100-8950
東京都千代田区霞が関１－２－１

直通　03-3591-3656

※ メールによる提出を希望される方は、メールアドレスを提出先にお問合せください。

－

　令和４年度持続的生産体制強化事業の追加公募に係る申請書類提出先及び問合せ先

農林水産省生産局畜産部畜産振興課　畜産技
術室　技術第２班

　養蜂等振興強化推進のうち　全国公募事業



別掲３－２ 

時代を拓く園芸産地づくり支援（実施要領別紙２）のうち青果物物流業務効率化推進事業 

応募書類提出先一覧 

所 属 住 所 都道府県 

北海道農政事務所生産経営産業部 
生産支援課 

〒064-8518 
札幌市中央区南 22 条西 6 丁目 2-22 北海道 

東北農政局生産部園芸特産課 〒980-0014 
仙台市青葉区本町三丁目 3 番 1 号 仙台合同庁舎Ａ棟 

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形
県、福島県 

関東農政局生産部園芸特産課 
〒330-9722 

さいたま市中央区新都心 2-1 
さいたま新都心合同庁舎 2 号館 

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉
県、東京都、神奈川県、 
山梨県、長野県、静岡県 

北陸農政局生産部園芸特産課 〒920-8566 
金沢市広坂 2 丁目 2 番 60 号 金沢広坂合同庁舎 新潟県、富山県、石川県、福井県 

東海農政局生産部園芸特産課 〒460-8516 
名古屋市中区三の丸 1-2-2 岐阜県、愛知県、三重県 

近畿農政局生産部園芸特産課 
〒602-8054 

京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 
京都農林水産総合庁舎 

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良
県、和歌山県 

中国四国農政局生産部園芸特産課 〒700-8532 
岡山市北区下石井 1 丁目 4 番 1 号 岡山第２合同庁舎 

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口
県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

九州農政局生産部園芸特産課 〒860-8527 
熊本市西区春日 2 丁目 10 番 1 号 熊本地方合同庁舎 

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分
県、宮崎県、鹿児島県 

内閣府沖縄総合事務局農林水産部 
生産振興課 

〒900-0006 
那覇市おもろまち 2 丁目 1 番 1 号 
那覇第 2 地方合同庁舎 2 号館 

沖縄県 



別掲３－２ 

時代を拓く園芸産地づくり支援（実施要領別紙２）のうち 

青果物物流業務効率化推進事業 

問合せ先一覧 

所 属 TEL 

農産局園芸作物課 03-3501-4096

北海道農政事務所生産経営産業部生産支援課 011-330-8807

東北農政局生産部園芸特産課 022-221-6193

関東農政局生産部園芸特産課 048-740-0129

北陸農政局生産部園芸特産課 076-232-4314

東海農政局生産部園芸特産課 052-223-4624

近畿農政局生産部園芸特産課 075-414-9023

中国四国農政局生産部園芸特産課 086-224-9413

九州農政局生産部園芸特産課 096-300-6250

内閣府沖縄総合事務局農林水産部 

生産振興課 
098-866-1653



別掲３ー３（１）

(地域公募事業)

　養蜂等振興強化推進のうち　地域公募事業

　a 蜂群配置調整適正化支援事業

都道府県 提出先・問合せ先
住所

電話番号

〒064-8518
札幌市中央区南22条西6丁目2-22

直通　011-330-8807

〒980-0014
仙台市青葉区本町3-3-1（仙台合同庁舎A棟）

直通　022-263-1111

〒330-9722
さいたま市中央区新都心2-1（さいたま新都心合同庁舎2号館）

直通　048-740-0028

〒920-8566
金沢市広坂2-2-60（金沢広坂合同庁舎）

076-263-2161

〒460-8516
名古屋市中区三の丸1-2-2

直通　052-201-7271

〒602-8054
京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町

直通　075-414-9022

〒700-8532
岡山市北区下石井1-4-1（岡山第2合同庁舎）

086-224-4511

〒860-8527
熊本市西区春日２丁目１０番１号（熊本地方合同庁舎）

直通　096-300-6277

〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1（那覇第2地方合同庁舎2号館）

直通　098-866-1653

※ メールによる提出を希望される方は、メールアドレスを提出先にお問合せください。

沖縄県
内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課
畜産振興室課長補佐（畜産）、
畜産振興係長

東北農政局生産部畜産課
農政調整官（畜産振興）、
畜産振興第二係長

茨城県・栃木県・群馬
県・埼玉県・千葉県・東
京都・神奈川県・山梨
県・長野県・静岡県

関東農政局生産部畜産課
農政調整官（生産振興）、
家畜遺伝資源係長

新潟県・富山県・石川
県・福井県

　令和４年度持続的生産体制強化事業の追加公募に係る申請書類提出先及び問合せ先

中国四国農政局生産部畜産課
農政調整官（畜産振興）、
畜産振興第一係長

福岡県・佐賀県・長崎
県・熊本県・大分県・宮
崎県・鹿児島県

九州農政局生産部畜産課
農政調整官（畜産振興）、
畜産振興第一係長

北海道
北海道農政事務所生産経営産業部生産支援課
上席農政業務管理官、
畜産振興係長

青森県・岩手県・宮城
県・秋田県・山形県・福
島県

鳥取県・島根県・岡山
県・広島県・山口県・徳
島県・香川県・愛媛県・
高知県

北陸農政局生産部畜産課
農政調整官（生産振興）、
畜産振興係長

岐阜県・愛知県・三重県
東海農政局生産部畜産課
農政調整官（畜産振興）、
畜産振興第一係長

滋賀県・京都府・大阪
府・兵庫県・奈良県・和
歌山県

近畿農政局生産部畜産課
農政調整官（畜産振興）、
自給飼料係長



別掲３－３（２）及び（３）

(地域公募事業)

　養蜂等振興強化推進のうち　地域公募事業

イ 花粉交配用蜜蜂の安定調達支援事業

ウ 在来種マルハナバチの利用拡大支援事業

都道府県 提出先・問合せ先
住所

電話番号

〒064-8518
札幌市中央区南22条西6丁目2-22

直通　011-330-8807

〒980-0014
仙台市青葉区本町3-3-1（仙台合同庁舎）

直通　022-221-6193

〒330-9722
さいたま市中央区新都心2-1（さいたま新都心合同庁舎2号
館）

直通　048-740-0128

〒920-8566
金沢市広坂2-2-60（金沢広坂合同庁舎）

直通　076-232-4314

〒460-8516
名古屋市中区三の丸1-2-2

直通　052-223-4624

〒602-8054
京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町

直通　075-414-9023

〒700-8532
岡山市北区下石井1-4-1（岡山第2合同庁舎）

直通　086-224-9413

〒860-8527
熊本市西区春日２丁目１０番１号（熊本地方合同庁舎）

直通　096-300-6261

〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1（那覇第2地方合同庁舎2号館）

直通　098-866-1653

※ メールによる提出を希望される方は、メールアドレスを提出先にお問合せください。

　　令和４年度持続的生産体制強化事業の追加公募に係る申請書類提出先及び問合せ先

北海道
北海道農政事務所生産経営産業部生産支援課
地域指導官、土地利用型農業調整第１係長

青森県・岩手県・宮城
県・秋田県・山形県・福
島県

東北農政局生産部園芸特産課
国産原料供給対策係長

茨城県・栃木県・群馬
県・埼玉県・千葉県・東
京都・神奈川県・山梨
県・長野県・静岡県

関東農政局生産部園芸特産課
訪花昆虫係長

新潟県・富山県・石川
県・福井県

北陸農政局生産部園芸特産課
野菜振興係長

福岡県・佐賀県・長崎
県・熊本県・大分県・宮
崎県・鹿児島県

九州農政局生産部園芸特産課
訪花昆虫係長

沖縄県
内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課
企画指導官、園芸振興係

岐阜県・愛知県・三重県
東海農政局生産部園芸特産課
施設園芸支援係長

滋賀県・京都府・大阪
府・兵庫県・奈良県・和
歌山県

近畿農政局生産部園芸特産課
農政調整官（野菜経営）

鳥取県・島根県・岡山
県・広島県・山口県・徳
島県・香川県・愛媛県・
高知県

中国四国農政局生産部園芸特産課
野菜振興係長



別掲３－４（１）

　茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進のうち　

地域の生産体制強化・需要創出事業

都道府県 提出先・問合せ先
住所

電話番号

〒064-8518
札幌市中央区南22条西6丁目2-22

直通　011-330-8807

〒980-0014
仙台市青葉区本町3-3-1（仙台合同庁舎A棟）

直通　022-221-6193

〒330-9722
さいたま市中央区新都心2-1（さいたま新都心合同庁舎2号館）

直通　048-740-0429

〒920-8566
金沢市広坂2-2-60（金沢広坂合同庁舎）

直通　076-232-4314

〒460-8516
名古屋市中区三の丸1-2-2

直通　052-223-4624

〒602-8054
京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町

直通　075-414-9023

〒700-8532
岡山市北区下石井1-4-1（岡山第2合同庁舎）

直通　086-224-9413

〒860-8527
熊本市西区春日２丁目１０番１号（熊本地方合同庁舎）

直通　096-300-6255

〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1（那覇第2地方合同庁舎2号館）

直通　098-866-1653

※ メールによる提出を希望される方は、メールアドレスを提出先にお問合せください。

茨城県・栃木県・群馬
県・埼玉県・千葉県・東
京都・神奈川県・山梨
県・長野県・静岡県

関東農政局生産部園芸特産課

新潟県・富山県・石川
県・福井県

北陸農政局生産部園芸特産課
農政調整官（畑作経営）

沖縄県 内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課

北海道
北海道農政事務所生産経営産業部生産支援課
産パ・園芸作物グループ

福岡県・佐賀県・長崎
県・熊本県・大分県・宮
崎県・鹿児島県

九州農政局生産部園芸特産課

中国四国農政局生産部園芸特産課

岐阜県・愛知県・三重県 東海農政局生産部園芸特産課

滋賀県・京都府・大阪
府・兵庫県・奈良県・和
歌山県

近畿農政局生産部園芸特産課
農政調整官（畑作経営）

鳥取県・島根県・岡山
県・広島県・山口県・徳
島県・香川県・愛媛県・
高知県

青森県・岩手県・宮城
県・秋田県・山形県・福
島県

東北農政局生産部園芸特産課
農政調整官（畑作経営）



　　　茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進のうち　

甘味資源作物等支援事業（国内産いもでん粉高品質化推進事業）

都道府県 提出先・問合せ先
住所

電話番号

〒064-8518
札幌市中央区南22条西6丁目2-22

直通　011-330-8807

〒860-8527
熊本市西区春日２丁目１０番１号（熊本地方合同庁舎）

直通　096-300-6251

※ メールによる提出を希望される方は、メールアドレスを提出先にお問合せください。

　　　茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進のうち　

都道府県 提出先・問合せ先
住所

電話番号

〒860-8527
熊本市西区春日２丁目１０番１号（熊本地方合同庁舎）

直通　096-300-6251

〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1（那覇第2地方合同庁舎2号館）

直通　098-866-1653

※ メールによる提出を希望される方は、メールアドレスを提出先にお問合せください。

九州農政局生産部園芸特産課
農政調整官（畑作経営）

沖縄県
内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課
企画指導官（さとうきび）

北海道

甘味資源作物等支援事業（さとうきび農業機械等導入支援事業）

北海道農政事務所生産経営産業部生産支援課
畑作グループ

宮崎県・鹿児島県
九州農政局生産部園芸特産課
農政調整官（畑作経営）

鹿児島県

別掲３－４（２）ア及びイ



別掲３−５

別紙１１ 畜産経営体⽣産性向上対策（ICT化等機械装置等導⼊事業）

都道府県 問い合わせ先・提出先
住所

電話番号
〒110-8950
東京都千代⽥区霞が関１−２−１
直通 03-6744-2587

ー
農林⽔産省畜産局畜産振興課家
畜改良推進班
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