
　　専門調査員の応募受付窓口一覧

組織名 問い合わせ先 所在地 電話番号

北海道 北海道農政事務所 統計部　統計調査チーム 札幌市白石区平和通2丁目北5-10 011-350-5500

　　函館地域拠点 統計チーム 函館市新川町25-18 函館地方合同庁舎 0138-26-4611

　　旭川地域拠点 統計チーム 旭川市宮前1条3-3-15 旭川地方合同庁舎 0166-30-9304

　　釧路地域拠点 統計チーム 釧路市幸町10-3 釧路地方合同庁舎 0154-99-9038

　　帯広地域拠点 統計チーム 帯広市西6条南7-3 帯広地方合同庁舎 0155-24-3353

　　北見地域拠点 統計チーム 北見市青葉町6番-8 北見地方合同庁舎 0157-23-4037

宮　 城 東北農政局　 統計部　統計調査チーム 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎Ａ棟 022-745-9382

青 　森 　　青森県拠点 統計チーム 青森市長島1-3-25（青森法務総合庁舎） 017-734-5511

岩 　手 　　岩手県拠点愛宕庁舎 統計チーム 盛岡市愛宕町13-33 019-624-1128

秋　 田 　　秋田県拠点 統計チーム 秋田市山王7-1-5 018-895-7300

山　 形 　　山形県拠点 統計チーム 山形市松波1-3-7 023-622-7232

福 　島 　　福島県拠点 統計チーム 福島市南中央３－３６ 024-534-1114

埼　 玉 　　関東農政局 統計部　統計調査チーム
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　6
階

048-740-0601

茨   城 　　茨城県拠点 統計チーム 水戸市北見町1-9 029-231-2266

栃   木 　　栃木県拠点 統計チーム 宇都宮市中央2-1-16　4階 028-633-3107

群   馬 　　群馬県拠点 統計チーム 前橋市紅雲町1-2-2 027-221-1171

千　 葉 　　千葉県拠点 統計チーム 千葉市稲毛区轟町5-1-4 043-251-8302

東　 京 　　東京都拠点 統計チーム 江東区東雲1-9-5 東雲合同庁舎　3階 03-5144-5260

神奈川 　　神奈川県拠点 統計チーム 横浜市中区北仲通5-57  横浜第2合同庁舎　5階 045-211-7173

山　 梨 　　山梨県拠点 統計チーム 甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎　10階 055-254-6019

長 　野 　　長野県拠点 統計チーム 長野市旭町1108  長野第1合同庁舎 026-234-5113

静　 岡 　　静岡県拠点 統計チーム 静岡市葵区東草深町7-18 054-246-0612

石　 川 北陸農政局 統計部　統計調査チーム 金沢市野町３丁目１番23号 076-241-3175

新　 潟 　　新潟県拠点 統計チーム 新潟市中央区船場町2-3435-1 025-223-3378

富 　山 　　富山県拠点 統計チーム 富山市牛島新町11-7 富山地方合同庁舎 076-441-0340

福　 井 　　福井県拠点 統計チーム 福井市日之出3-14-15  福井地方合同庁舎 0776-30-0800

愛　 知 東海農政局　 統計部　統計調査チーム 名古屋市昭和区安田通4-8（東海農政局安田庁舎）
052-763-4734（経営統計）
052-763-4707（生産統計）

岐　 阜 　　岐阜県拠点 統計チーム 岐阜市中鶉2-26 058-271-4065

三   重 　　三重県拠点 統計チーム 津市広明町415-1 059-228-3155

京　 都 近畿農政局 統計部　統計調査チーム
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３階

075-366-2005

滋   賀 　　滋賀県拠点 統計チーム 大津市京町3-1-1大津びわ湖合同庁舎６階 077-522-4344

大　 阪 　　大阪府拠点 統計チーム 大阪市中央区大手前1-5-44  大阪合同庁舎第１号館６階 06-6941-9656

兵   庫 　　兵庫県拠点 統計チーム 神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎４階 078-391-2873



組織名 問い合わせ先 所在地 電話番号

奈 　良 　　奈良県拠点 統計チーム 奈良市法蓮町387  奈良第3地方合同庁舎３階 0742-32-1875

和歌山 　　和歌山県拠点 統計チーム 和歌山市二番丁3  和歌山地方合同庁舎５階 073-436-3861

岡　 山 中国四国農政局 統計部　統計調査チーム 岡山市北区西古松2丁目6-18西古松合同庁舎3階 086-899-8617

鳥 　取 　　鳥取県拠点 統計チーム 鳥取市富安2-89-4 鳥取第1地方合同庁舎 0857-22-3230

島   根 　　島根県拠点 統計チーム 松江市東朝日町192 0852-26-7704

広　 島 　　広島県拠点 統計チーム 広島市中区上八丁堀6-30  広島合同庁舎2号館6階 082-228-5847

山　 口 　　山口県拠点 統計チーム 山口市中河原町6-16　山口地方合同庁舎 083-922-5465

徳 　島 　　徳島県拠点 統計チーム 徳島市中昭和町2-32 088-653-2163

香　 川 　　香川県拠点 統計チーム 高松市サンポート3-33　高松サンポート合同庁舎南館5階 087-883-6501

愛   媛 　　愛媛県拠点 統計チーム 松山市宮田町188  松山地方合同庁舎 089-932-1193

高 　知 　　高知県拠点 統計チーム 高知市本町4-3-41  高知地方合同庁舎 088-824-7900

熊　 本 九州農政局 統計部　統計調査チーム 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟３階 096-300-6578

福　 岡 　　福岡県拠点 統計チーム 福岡市博多区住吉3-17-21 092-281-8263

佐 　賀 　　佐賀県拠点 統計チーム 佐賀市栄町3-51 0952-26-4138

長　 崎 　　長崎県拠点 統計チーム 長崎市岩川町16-16  長崎地方合同庁舎4F 095-845-6246

大　 分 　　大分県拠点 統計チーム 大分市中島西1-2-28 097-532-6177

宮 　崎 　　宮崎県拠点 統計チーム 宮崎市老松2-3-17 0985-27-1569

鹿児島 　　鹿児島県拠点 統計チーム 鹿児島市山下町13-21鹿児島合同庁舎4F 099-222-1247

　　鹿屋駐在所 統計チーム 鹿屋市西原4-5-1 鹿屋合同庁舎5F 0994-43-4153

沖　 縄 内閣府沖縄総合事務局 農林水産部統計調査課 那覇市おもろまち2-1-1　那覇第2地方合同庁舎2号館８F 098-866-1671

　　那覇農林水産センター 那覇市おもろまち2-1-1　那覇第2地方合同庁舎１号館２F 098-866-1675

　　名護農林水産センター 名護市字宮里452-3　名護地方合同庁舎3F 0980-52-3970

　　宮古島農林水産センター 宮古島市平良字下里1016　平良地方合同庁舎3F 0980-72-4772

　　石垣農林水産センター 石垣市字登野城55-4　石垣地方合同庁舎3F 0980-82-2324


