
令和４年４月１日現在

都道府県 窓　口 連絡先 住　所 E-mail 備　考

【農薬指導部局】
農政部 生産振興局
技術普及課 農業環境係

TEL: 011-231-4111
(内線27-838)
FAX: 011-232-1091

〒060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目

nosei.nokai1@pref.hokkaido.lg.jp

【計画・実績提出窓口】
北海道産業用無人航空機安全推進協議
会

TEL: 011-281-0815
FAX: 011-271-5116

〒060-0001
札幌市中央区北1条西8丁目2番地 ﾎｻｶﾋﾞﾙ3F
一般社団法人北海道植物防疫協会内

dokuukyo@air.ocn.ne.jp

【農薬指導部局】
農林水産部
食の安全・安心推進課

TEL: 017-734-9353
FAX: 017-734-8086

〒030-8570
青森県青森市長島一丁目1番1号

SANZEN@pref.aomori.lg.jp

【計画・実績提出窓口】
青森県産業用無人ヘリコプター協議会
（事務局：公益社団法人青森県植物防疫
協会）

TEL: 017-775-1164
FAX: 017-775-1134

〒030-0802
青森県青森市本町五丁目5番21号

aosyoku5@aomori-syokubou.or.jp

【農薬指導部局】
農業普及技術課

TEL: 019-629-5656
FAX: 019-629-5664

〒020-8570
岩手県盛岡市内丸10-1

AF0005＠pref.iwate.jp

【計画・実績提出窓口】
岩手県産業用無人ヘリコプター推進協議
会

TEL: 019-601-7493
FAX: 019-601-7690

〒020-0857
岩手県盛岡市北飯岡1丁目10-50(NOSAI岩手内)

nou-son@nosai-iwate.or.jp

宮城県
農政部
みやぎ米推進課

TEL: 022-211-2845
FAX: 022-211-2849

〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号

miyamai-kt@pref.miyagi.lg.jp

秋田県 農林水産部 水田総合利用課
TEL: 018-860-1785
FAX: 018-860-3898

〒010-8570
秋田県秋田市山王4丁目1-1

suiden@pref.akita.lg.jp

山形県 農業技術環境課
TEL: 023-630-3419
FAX: 023-630-2456

〒990-8570
山形市松波二丁目8番1号

ynogi@pref.yamagata.jp

県北農林事務所
農業振興普及部

TEL: 024-521-2608
〒960-8670
福島市杉妻町2番16号

shinkouhukyuu.af01@pref.fukushima.lg.jp

県北農林事務所
伊達農業普及所

TEL: 024-575-3181
〒960-0634
伊達市保原町大泉字大地内124番地

date.af01@pref.fukushima.lg.jp

県北農林事務所
安達農業普及所

TEL: 0243-22-1127
〒964-0915
二本松市金色424番地の1

adati.af01@pref.fukushima.lg.jp

県中農林事務所
農業振興普及部

TEL: 024-935-1310
〒963-8540
郡山市麓山一丁目1番1号

shinkouhukyuu.af02@pref.fukushima.lg.jp

県中農林事務所
田村農業普及所

TEL: 0247-62-3113
〒963-7704
田村郡三春町大字熊耳字下荒井176番地の5

tamura.af02@pref.fukushima.lg.jp

県中農林事務所
須賀川農業普及所

TEL: 0248-75-2180
〒962-0823
須賀川市花岡34番地の2

sukagawa.af02@pref.fukushima.lg.jp

県南農林事務所
農業振興普及部

TEL: 0248-23-1568
〒961-0971
白河市昭和町269番地

shinkouhukyuu.af03@pref.fukushima.lg.jp

会津農林事務所
農業振興普及部

TEL: 0242-29-5306
〒965-8501
会津若松市追手町7番5号

shinkouhukyuu.af04@pref.fukushima.lg.jp

会津農林事務所
喜多方農業普及所

TEL: 0241-24-5742
〒966-0901
喜多方市松山町鳥見山字下天神6番地の3

kitakata.af04@pref.fukushima.lg.jp

会津農林事務所
会津坂下農業普及所

TEL: 0242-83-2113
〒969-6506
河沼郡会津坂下町大字見明字南原881番地

bange.af04@pref.fukushima.lg.jp

南会津農林事務所
農業振興普及部

TEL: 0241-62-5262
〒967-0004
南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277番地1

shinkouhukyuu.af05@pref.fukushima.lg.jp

相双農林事務所
農業振興普及部

TEL: 0244-26-1149
〒975-0031
南相馬市原町区錦町一丁目30番地

shinkouhukyuu.af06@pref.fukushima.lg.jp

相双農林事務所
双葉農業普及所

TEL: 0240-23-6474
〒979-1111
双葉群富岡町小浜481番地

hutaba.af06@pref.fukushima.lg.jp

いわき農林事務所
農業振興普及部

TEL: 0246-24-6161
〒970-8026
いわき市平字梅本15番地

shinkouhukyuu.af07@pref.fukushima.lg.jp

【農薬指導部局】
農林水産部
農業技術課

TEL: 029-301-3936
FAX: 029-301-3937

〒310-8555
水戸市笠原町978-6

nougi3@pref.ibaraki.lg.jp

【計画・実績報告窓口】
茨城県病害虫防除実施対策協議会
（事務局：茨城県農業共済組合連合会）

TEL: 029-215-8884
FAX: 029-215-8893

〒310-0914
水戸市小吹町942番地
茨城県農業共済組合連合会内

nosan@nosai-ibaraki.or.jp

【農薬指導部局】
農政部
経営技術課 環境保全型農業担当

TEL: 028-623-2286
FAX: 028-623-2315

〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1-1-20

agriinfo@pref.tochigi.lg.jp

【計画・実績報告窓口】
栃木県無人ヘリコプター推進協議会
（ＪＡ全農とちぎ　生産資材部肥料農薬課
内）

TEL: 028-616-8840
FAX: 028-616-8847

〒321-0905
栃木県宇都宮市平出工業団地9番地25

zz_tc_tochigimujin@zennoh.or.jp

栃木県

北海道

茨城県

無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る空中散布計画書及び実績報告書の提出先

・空中散布実施区域内の農
林事務所農業振興普及部及
び農業普及所を窓口とする。
・併せて空中散布実施区域内
の市町村にも提出すること。

青森県

岩手県

福島県
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都道府県 窓　口 連絡先 住　所 E-mail 備　考

群馬県
農政部
技術支援課

TEL: 027-226-3038
FAX: 027-221-8681

〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1

shokubou7@pref.gunma.lg.jp

埼玉県
【農薬指導部局】
農林部
農産物安全課 農薬・植物防疫担当

TEL: 048-830-4053
FAX: 048-830-4832

〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1

未定

【農薬指導部局】
農林水産部
安全農業推進課

TEL: 043-223-2888
〒260-8667
千葉県千葉市中央区市場町1-1

未定

【計画・実績報告窓口】
千葉県農林航空事業協議会

TEL: 043-247-0084
FAX: 043-247-0895

〒260-0031
千葉県千葉市中央区新千葉3-2-6

k-shokubo-84@isis.ocn.ne.jp

東京都
農林水産部
食料安全課生産環境担当

TEL: 03-5320-4834
FAX: 03-5388-1456

〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1

未定 利用実績なし

神奈川県
農水産部
農政課

TEL: 045-210-4414
FAX: 045-210-8851

〒231-8588
横浜市中区日本大通１

未定 利用実績なし

【農薬指導部局】
農林水産部農産園芸課

TeL: 025-280-5296
FAX: 025-280-5217

〒950-8570
新潟県新潟市中央区新光町4番地1

ngt060030@pref.niigata.lg.jp

【計画・実績提出窓口】
公益社団法人新潟県植物防疫協会

TeL: 025-233-2839
FAX: 025-233-8018

〒951-8133
新潟県新潟市中央区関新2丁目1番73号505

shokubou@niigata-inet.or.jp

富山県 農業技術課
TEL: 076-444-8292
FAX: 076-444-4409

〒930-0004
富山市桜橋通り5-13富山興銀ﾋﾞﾙ10階

anogyogijutsu@pref.toyama.lg.jp

石川県 農業政策課
TEL:076-225-1663
FAX:076-225-1618

〒920-8580
石川県金沢市鞍月1丁目1番地

e210100@pref.ishikawa.lg.jp

福井県 流通販売課
TEL: 0776-20-0419
FAX: 0776-20-0649

〒910-8580
福井市大手3丁目17番1号

ryutsu@pref.fukui.lg.jp

山梨県
農政部
農業技術課

TEL: 055-223-1618
FAX: 055-223-1622

〒400-8501
山梨県甲府市丸の内一丁目6-1

nougyo-gjt@pref.yamanashi.lg.jp

長野県 病害虫防除所
TEL: 026-248-6471
FAX: 026-248-6473

〒382-0071
長野県須坂市小河原492

bojo@pref.nagano.lg.jp

岐阜県
市町村担当課
岐阜県農林事務所

静岡県
経済産業部農業局
食と農の振興課

TEL: 054-221-2626
FAX: 054-273-1123

〒420-8601
静岡県静岡市葵区追手町9番6号

chiikinou@pref.shizuoka.lg.jp

愛知県
農業水産局 農政部
農業経営課 環境・植防グループ

TEL: 052-954-6411
〒460-8501
名古屋市中区三の丸3-1-2

nogyo-keiei@pref.aichi.lg.jp

三重県
三重県無人航空機安全防除推進会議
（農産物安全・流通課）

TEL: 059-224-3154
FAX: 059-223-1120

〒514‐8570
三重県津市広明町13番地

shokua@pref.mie.lg.jp

【農薬指導部局】
農政水産部
みらいの農業振興課

TEL: 077-528-3842
FAX: 077-528-4882

〒520-8577
滋賀県大津市京町4丁目1番1号

kankyojugai@pref.shiga.lg.jp

【計画・実績提出窓口】
一般社団法人滋賀県植物防疫協会

TEL: 077-521-8964
FAX: 077-521-8977

〒520-0051
滋賀県大津市梅林1丁目14-17
滋賀県農業共済会館2階

shiga-syokubo@cap.ocn.ne.jp

京都府
農林水産部
農産課

TEL:075-414-4959
FAX:075-414-4974

〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ﾉ内町

nosan@pref.kyoto.lg.jp

大阪府
環境農林水産部
農政室推進課

TEL: 06-6210-9590
FAX: 06-6614-0913

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

未定 利用実績なし

兵庫県
農林水産部
農業改良課

TEL: 078-362-9206
FAX: 078-341-7733

〒650-8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県庁1号館8階

nogyokairyo@pref.hyogo.lg.jp

奈良県
食と農の振興部
農業水産振興課

TEL: 0742-27-7442
FAX: 0742-22-9521

〒630-8501
奈良県奈良市登大路30番地

下記のお問い合わせフォームへ、事前に
電子申請したい旨の連絡をお願いいたし
ます。後ほど、担当者より連絡いたしま
す。

https://www.secure.pref.nara.jp/dd.aspx?
menuid=1522

和歌山県
農林水産部 農業生産局
果樹園芸課農業環境・鳥獣害対策室

TEL: 073-441-2905
FAX: 073-428-3072

〒640-8585
和歌山県和歌山市小松原通り1丁目1番地

e0703002@pref.wakayama.lg.jp

鳥取県 農業振興監生産振興課
TEL: 0857-26-7415
FAX: 0857-26-8497

〒680-8570
鳥取県鳥取市東町1丁目220番地

seisanshinkou@pref.tottori.lg.jp

隠岐支庁農林水産局
農業振興課

TEL: 08512-2-9638
FAX: 08512-2-9657

〒685-8601
島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24

東部農林水産振興センター
農政課

TEL: 0852-32-5645
FAX: 0852-32-5643

〒690-0011
島根県松江市東津田町1741-1

西部農林水産振興センター
農政課

TEL: 0855-29-5755
FAX: 0855-29-5591

〒697-0041
島根県浜田市片庭町254

こちらのホームページから、しまね電子申
請サービスによる提出が可能です。

https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/n
orin/seisan/nouyaku/mujinkokuki.html

千葉県

滋賀県

新潟県

岐阜県ホームページをご確認ください。
https://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/nogyo/gifu-clean/11423/mujin-kokuki.html

島根県
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都道府県 窓　口 連絡先 住　所 E-mail 備　考

岡山県 農産課
TEL: 086-226-7422
FAX: 086-224-1278

〒700-8570
岡山県岡山市北区内山下2丁目4番6号

nosan@pref.okayama.lg.jp

広島県 西部農業技術指導所
TEL: 082-420-9662
FAX: 082-420-9665

〒739-0151
広島県東広島市八本松町原6869

wgaityuboujo@pref.hiroshima.lg.jp

山口県 農業振興課
TEL: 083-933-3366
FAX: 083-933-3399

〒753-8501
山口県山口市滝町1番1号

a17300@pref.yamaguchi.lg.jp

徳島県 農林水産総合技術支援センター経営推進課
TEL: 088-621-2411
FAX: 088-621-2858

〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地

（電子申請システム）
・散布計画書
https://s-kantan.jp/pref-tokushima-
u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=4
222
・実績報告書
https://s-kantan.jp/pref-tokushima-
u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=4
223

香川県 農業経営課
TEL: 087-832-3411
FAX: 087-806-0203

〒760-8570
香川県高松市番町4丁目1番10号

noukei16300@pref.kagawa.lg.jp

【県外】
農産園芸課

TEL: 089-912-2555
FAX: 089-912-2564

〒790-8570
愛媛県松山市一番町4丁目4-2

nousan@pref.ehime.lg.jp

【東予地方局管内】
東予地方局農業振興課

TEL: 0898-68-7322
FAX: 0898-68-3056

〒791-0508
愛媛県西条市丹原町池田1611番地

tou-nougyo@pref.ehime.lg.jp

【中予地方局管内】
中予地方局農業振興課

TEL: 089-909-8761
FAX: 089-909-8395

〒790-8502
愛媛県松山市北持田町132番地

chu-nougyo@pref.ehime.lg.jp

【南予地方局管内】
南予地方局農業振興課

TEL: 0895-28-6145
FAX: 0895-22-1881

〒798-8511
愛媛県宇和島市天神町7番1号

nan-nougyo@pref.ehime.lg.jp

高知県 環境農業推進課
TEL: 088-821-4861
FAX: 088-821-4536

〒780-0850
高知県高知市丸ﾉ内1丁目7番52号

160501@ken.pref.kochi.lg.jp

福岡県
農林水産部
食の安全・地産地消課

TEL: 092-643-3571
FAX: 092-643-3573

〒812-8577
福岡県福岡市博多区東公園7-7

shokuchi@pref.fukuoka.lg.jp

【農薬指導部局（農業）】【計画・実績提出
窓口】
農業経営課

TEL: 0952-25-7120
FAX: 0952-25-7272

〒840-8570
佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号

nougyoukeiei@pref.saga.lg.jp

【農薬指導部局（林業）】
林業課

TEL: 0952-25-7131
FAX: 0952-25-7283

〒840-8570
佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号

ringyou@pref.saga.lg.jp

県央振興局農林部
農業企画課

TEL: 0957(22)0389
FAX: 0957(22)6808

〒854-0071
諫早市永昌東町25-8

s34412@pref.nagasaki.lg.jp

島原振興局農林水産部
農業企画課

TEL: 0957(62)3610
（直通）
FAX: 0957(62)4303

〒855-0835
島原市西八幡町8509-2

s11312@pref.nagasaki.lg.jp

県北振興局農林部
農業企画課

TEL: 0956(41)2033
（直通）
FAX: 0956(64)2239

〒859-6325
佐世保市吉井町大渡80

s10470@pref.nagasaki.lg.jp

五島振興局農林水産部
農業振興普及課

TEL: 0959(72)5115
（直通）
FAX: 0959(72)5117

〒853-8502
五島市福江町7-1

s12280@pref.nagasaki.lg.jp

壱岐振興局農林水産部
農業振興普及課

TEL: 0920(45)3038
（直通）
FAX: 0920(45)3045

〒811-5732
壱岐市芦辺町国分東触678-7

s13280@pref.nagasaki.lg.jp

対馬振興局農林水産部
農業振興普及課

TEL: 0920(52)4011
（直通）
FAX: 0920(52)0960

〒8817-8520
対馬市厳原町宮谷224

s14215@pref.nagasaki.lg.jp

【農薬指導部局】
農林水産部生産経営局農業技術課

TEL: 096-333-2381
FAX: 096-381-8491

〒８６２－８５７０
熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号

nogyogijutsu@pref.kumamoto.lg.jp

【計画・実績提出窓口】
空中散布の実施区域を管轄する市町村の
担当課

大分県 地域農業振興課 安全農業班
TEL: 097-506-3661
FAX: 097-506-1758

〒870-8501
大分市大手町3丁目1番1号

a15060@pref.oita.lg.jp

【農薬指導部局】
農業普及技術課

TEL: 0985-26-7134
FAX: 0985-26-7325

〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号

yoshida-shoichiroh@pref.miyazaki.lg.jp

【計画・実績提出窓口】
宮崎県NOSAI無人ヘリ防除組織連絡協議
会

TEL: 0985-27-4290
FAX: 0985-23-9636

〒880-0877
宮崎市宮脇町118番地

t.goto@nosai-miyazakiken.jp

【農薬指導部局】
経営技術課 生産環境係

TEL: 099-286-2891
FAX: 099-286-5593

k-seisan@pref.kagoshima.lg.jp

【計画・実績提出窓口】
経営技術課 技術環境係

TEL: 099-286-3155
FAX: 099-286-5593

gijutuk@pref.kagoshima.lg.jp

沖縄県 営農支援課
TEL: 098-866-2280
FAX: 098-866-2309

〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎1-2-2

aa045004@pref.okinawa.lg.jp

宮崎県

佐賀県

熊本県

長崎県

〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号

鹿児島県

市町村担当課へおたずねください｡

愛媛県
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