
農林⽔産省 農村振興局 農村政策部 農村計画課 農村政策推進室
〒100-8950 東京都千代⽥区霞が関⼀丁⽬２番１号 電話 03-3502-6001

※ご相談にあたっては、電話、メールの際に、まず「農⼭漁村地域づくりホットライン」への相談である旨お伝えいただくとスムーズです。

４

都道府県 電話番号

北海道 011-330-8821

0138-26-7800

0166-30-9300

0154-23-4401

0155-24-2401

0157-23-4171

青森県 017-775-2151

岩手県 019-624-1125

宮城県 022-266-8778

秋田県 018-862-5611

山形県 023-622-7231

福島県 024-534-4142

茨城県 029-221-2184

栃木県 028-633-3114

群馬県 027-221-1827

埼玉県 048-740-5835

千葉県 043-224-5611

東京都 03-5144-5253

神奈川県 045-211-0584

新潟県 025-228-5216

富山県 076-441-9305

石川県 076-241-3154

福井県 0776-30-1611

山梨県 055-254-6055

長野県 026-233-2500

岐阜県 058-271-4044

静岡県 054-246-6211

愛知県 052-763-4492

三重県 059-228-3151

滋賀県 077-522-4261

京都府 075-414-9015

大阪府 06-6943-9691

兵庫県 078-331-5924

奈良県 0742-32-1870

和歌山県 073-436-3831

鳥取県 0857-22-3131

島根県 0852-24-7311

岡山県 086-899-8610

広島県 082-228-9676

山口県 083-922-5412

徳島県 088-622-6131

香川県 087-883-6500

愛媛県 089-932-1177

高知県 088-875-7236

福岡県 092-281-8261

佐賀県 0952-23-3131

長崎県 095-845-7121

熊本県 096-300-6020

大分県 097-532-6131

宮崎県 0985-22-5919

鹿児島県 099-222-5840

※沖縄県のご相談は、「２．本省及び地方農政局等のホットライン」の沖縄総合事務局農村振興課農村活性化推進室へお問い合わせ下さい。

電話番号 メールアドレス 都道府県

農林水産省 農村振興局 農村計画課 03-3502-6001 chiikihotline@maff.go.jp
北海道

東北農政局 農村振興部 農村計画課 022-261-6734 chiikihotline_tohoku@maff.go.jp
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形
県、福島県

関東農政局 農村振興部 農村計画課 048-600-0480 chiikihotline_kanto@maff.go.jp
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 農村振興部 農村計画課 076-232-4531 chiikihotline_hriku@maff.go.jp
新潟県、富山県、石川県、福井県

東海農政局 農村振興部 農村計画課 052-223-4629 chiikihotline_tokai@maff.go.jp
岐阜県、愛知県、三重県

近畿農政局 農村振興部 農村計画課 075-414-9051 chiikihotline_kinki@maff.go.jp
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 農村振興部 農村計画課 086-224-9416 chiikihotline_chushi@maff.go.jp
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 農村振興部 農村計画課 096-300-6414 chiikihotline_kyushu@maff.go.jp
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
農村振興課
農村活性化推進室

098-866-1652 kasseika.sodan.z2p@ogb.cao.go.jp
沖縄県

宮崎県拠点 https://www.maff.go.jp/kyusyu/miyazaki/

鹿児島県拠点 https://www.maff.go.jp/kyusyu/kagoshima/

長崎県拠点 https://www.maff.go.jp/kyusyu/nagasaki/

熊本県拠点 https://www.maff.go.jp/kyusyu/kumamoto/

大分県拠点 https://www.maff.go.jp/kyusyu/oita/

高知県拠点 https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/kochi/

福岡県拠点 https://www.maff.go.jp/kyusyu/fukuoka/

佐賀県拠点 https://www.maff.go.jp/kyusyu/saga/

徳島県拠点 https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/tokushima/

香川県拠点 https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/kagawa/

愛媛県拠点 https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/ehime/

岡山県拠点 https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/okayama/okayama.html

広島県拠点 https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/hiroshima/

山口県拠点 https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/yamaguchi/

鳥取県拠点 https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/tottori/

【２．本省及び地方農政局等のホットライン】
　農林水産本省及び各地方農政局等にホットラインを開設しています。最寄りの地方農政局等へご相談下さい。

本省・地方農政局等

【１．各県拠点のホットライン】
　農林水産省では、全国の県域拠点に農業者・消費者・行政関係者の皆様からの、農政に関するご相談、事業や制度へのご質問などを受け付ける地方参
事官ホットラインを設けています。このホットラインにおいて、農山漁村地域づくりホットラインの対応も行っています。

対応時間 平日 9時00分～17時00分
(注：相談内容を正確に把握するため、通話内容を録音させていただくことがあります。)

島根県拠点 https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/shimane/

兵庫県拠点 https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/kobe/

奈良県拠点 https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/nara/index_2.html

和歌山県拠点 https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/wakayama/index2012.html

滋賀県拠点 https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/siga/index_2012.html

京都府拠点 https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/kyoto/

大阪府拠点 https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/osaka/index_2012.html

静岡県拠点 https://www.maff.go.jp/kanto/chiikinet/shizuoka/

愛知県拠点 https://www.maff.go.jp/tokai/area/aichi/

三重県拠点 https://www.maff.go.jp/tokai/area/mie/

山梨県拠点 https://www.maff.go.jp/kanto/chiikinet/yamanashi/

長野県拠点 https://www.maff.go.jp/kanto/chiikinet/nagano/

岐阜県拠点 https://www.maff.go.jp/tokai/area/gifu/

富山県拠点 https://www.maff.go.jp/hokuriku/nousei/toyama.html

石川県拠点 https://www.maff.go.jp/hokuriku/nousei/ishikawa.html

福井県拠点 https://www.maff.go.jp/hokuriku/nousei/fukui.html

東京都拠点 https://www.maff.go.jp/kanto/chiikinet/tokyo/

神奈川県拠点 https://www.maff.go.jp/kanto/chiikinet/kanagawa/

新潟県拠点 https://www.maff.go.jp/hokuriku/nousei/niigata.html

群馬県拠点 https://www.maff.go.jp/kanto/chiikinet/gunma/

埼玉県拠点 https://www.maff.go.jp/kanto/chiikinet/saitama/

千葉県拠点 https://www.maff.go.jp/kanto/chiikinet/chiba/

福島県拠点 https://www.maff.go.jp/tohoku/tiiki/hukusima/

茨城県拠点 https://www.maff.go.jp/kanto/chiikinet/ibaraki/

栃木県拠点 https://www.maff.go.jp/kanto/chiikinet/tochigi/

宮城県拠点 https://www.maff.go.jp/tohoku/tiiki/miyagi/

秋田県拠点 https://www.maff.go.jp/tohoku/tiiki/akita/

山形県拠点 https://www.maff.go.jp/tohoku/tiiki/yamagata/

北見地域拠点 https://www.maff.go.jp/hokkaido/kitami/

青森県拠点 https://www.maff.go.jp/tohoku/tiiki/aomori/

岩手県拠点 https://www.maff.go.jp/tohoku/tiiki/iwate/

旭川地域拠点 https://www.maff.go.jp/hokkaido/asahikawa/

釧路地域拠点 https://www.maff.go.jp/hokkaido/kushiro/

帯広地域拠点 https://www.maff.go.jp/hokkaido/obihiro/

県域拠点 URL

札幌地域拠点 https://www.maff.go.jp/hokkaido/sapporo/

函館地域拠点 https://www.maff.go.jp/hokkaido/hakodate/

農山漁村地域づくり
ホットライン

①地域の将来像についての話し合いやコミュニティ形成の場づくり
②地域に住み続けるための定住条件の整備や⽣活インフラ等の確保
例︓情報通信環境や地域内交通の確保 など

しごと

くらし

活⼒

①中⼭間地域等の特性を活かした営農の実現
②地域資源を活⽤した所得と雇⽤機会の創出（農⼭漁村発イノベーション）
例︓農村×⽣物多様性、⼭村×観光などによる地域資源の⾼付加価値化 など

①地域を持続的に⽀える体制づくり
②関係⼈⼝の創出・拡⼤等を通じた地域を⽀える⼈材づくり
③「⼈⼝急減地域特定地域づくり推進法」を活⽤した若者等の活躍の場づくり など

地域の特性を活かした営農の実現 地域資源の磨き上げ

地域運営組織の形成

地域内交通の確保・維持

農林⽔産省では、地域づくりに関する取組を後押しするための窓⼝「農⼭漁村地域づくり
ホットライン」を開設しています。
このホットラインでは、農⼭漁村で地域づくりに取り組むみなさんからの相談を受け付け、

地域の実態や要望を直接把握し、関係府省とも連携して課題の解決を図るため、下記のよう
な⽀援を⾏い、地域づくりを応援します。

＜ホットラインでの主な⽀援内容＞
① 農⼭漁村における地域づくりの実態や要望・課題をお伺いし、相談者に寄り添い、
ともに考えます

② 相談内容を踏まえ、他府省を含めた国の⽀援制度をご紹介します
③ 参考となる全国各地の取組事例をご紹介します
※本ホットラインは、地域づくりに関する取組の後押しを⽬的としており、特定の個⼈への⽀援を⽬的としたご相談は対象となりません。

農村×福祉（農福連携）

地域のビジョンづくり

地域内外の若者の雇⽤関係⼈⼝の創出

配⾷サービス

⾷料・農業・農村基本計画では、「しごと」、「くらし」、「活⼒」を３つの柱として農村の振興を進めることとして
います。

＜相談内容のイメージ＞

HPはこちら

１
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農⼭漁村地域づくりホットラインフロー図

２

しごと 「農福連携」に取り組みたいと考えています。職員向け
の勉強会を開催したいので少年の更⽣などに詳しい⼈を
講師として紹介してもらえませんか。

地⽅公共団体A

くらし

活⼒

地域づくり協議会B

地域内循環バス路線の開設に取り組んでいます。バス運
⾏の許可申請⼿続について確認してもらえませんか。

⼀般社団法⼈C

農業者向けのセミナーを開催したいと考えています。
農村RMOをテーマにした講演をお願いできませんか。
また、農村RMOの事例発表に適した組織などを紹介して
もらえませんか。

ご希望の勉強会のテーマについて所管している法務省の
担当者に相談したところ講師を引き受けてもらえること
になりました。担当者と連絡先をお知らせいたします。

バス路線開設について地元⾃治体に確認したところ、
まずは担当者に連絡・相談してほしいとのことですので、
担当者と連絡先をお知らせいたします。

○受け付けた相談事例○

ホットライン担当

ホットライン担当

講演については、農村RMOの担当者に対応を依頼しまし
たので、担当者をお知らせいたします。また、地域運営
組織事例集などから農村RMOの事例をご紹介いたします。

ホットライン担当
３

廃校の活⽤に利⽤できそうな⽀援策を地域づくり⽀援施
策集と農⼭漁村振興交付⾦よりご紹介いたします。

地域の廃校を有効活⽤したいのですが、⽀援策はないで
しょうか。


