
問い合わせ先一覧（農政局、地域センター）

裏面につづく

都道府県 問い合わせ先 連絡先（電話番号）

北海道

北海道農政事務所 農政推進部 経営・事業支援課 011-642-5469

函館地域センター 農政推進グループ 0138-26-7800
旭川地域センター 農政推進グループ 0166-76-1279

釧路地域センター 農政推進グループ 0154-23-4401

帯広地域センター 農政推進グループ 0155-24-2402

北見地域センター 農政推進グループ 0157-23-4171

苫小牧地域センター 農政推進グループ 0144-32-5345

青森県
青森地域センター 農政推進グループ 017-777-3512
青森地域センター 弘前支所 0172-27-5705

八戸地域センター 農政推進グループ 0178-29-2114

岩手県

盛岡地域センター 農政推進グループ 019-624-1129

盛岡地域センター 宮古支所 0193-62-2412

奥州地域センター 農政推進グループ 0197-25-3918

宮城県

東北農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 022-221-1105

大崎地域センター 農政推進グループ 0229-22-2790
大崎地域センター 石巻支所 0225-95-2403

秋田県

秋田地域センター 農政推進グループ 018-862-5720

秋田地域センター 北秋田支所 0186-62-0158

大仙地域センター 農政推進グループ 0187-62-2124

山形県
山形地域センター 農政推進グループ 023-622-7247

酒田地域センター 農政推進グループ 0234-33-7246

福島県

福島地域センター 農政推進グループ 024-534-4157
福島地域センター 会津若松支所 0242-28-2700

福島地域センター 郡山庁舎 024-922-1614

いわき地域センター 農政推進グループ 0246-23-8516

いわき地域センター 白河庁舎 0248-22-1241

茨城県
水戸地域センター 農政推進グループ 029-221-2186

土浦地域センター 農政推進グループ 029-843-6893

栃木県
宇都宮地域センター 農政推進グループ 028-633-3315

大田原地域センター 農政推進グループ 0287-23-5612

群馬県 前橋地域センター 農政推進グループ 027-221-2685

埼玉県
関東農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 048-740-0390

関東農政局 熊谷支所 048-523-0610

千葉県

千葉地域センター 農政推進グループ 043-251-8307

千葉地域センター 君津支所 0439-54-1251
千葉地域センター 匝瑳支所 0479-72-0341

東京都 東京地域センター 農政推進グループ 03-3214-7312

神奈川県 横浜地域センター 農政推進グループ 045-211-7176

山梨県 甲府地域センター 農政推進グループ 055-254-6016

長野県

長野地域センター 農政推進グループ 026-233-2651

長野地域センター 佐久支所 0267-62-6271

松本地域センター 農政推進グループ 0263-47-2003
松本地域センター 伊那支所 0265-72-3178

静岡県

静岡地域センター 農政推進グループ 054-200-5500

静岡地域センター 沼津支所 055-933-5821

浜松地域センター 農政推進グループ 053-456-4620

新潟県

新潟地域センター 農政推進グループ 025-228-5290

新潟地域センター 佐渡支所 0259-63-2561
長岡地域センター 農政推進グループ 0258-31-2131

長岡地域センター 上越支所 025-524-2202

富山県 富山地域センター 農政推進グループ 076-441-9307

石川県
北陸農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 076-232-4133

北陸農政局 七尾支所 0767-53-0719

福井県
福井地域センター 農政推進グループ 0776-35-3225

福井地域センター 敦賀支所 0770-23-5700
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※ 経営所得安定対策に関する詳しい情報は、ホームページでご覧になれます。 経営所得安定対策

■本パンフレットや経営所得安定対策に関するお問い合わせは、
●農林水産省経営局 経営政策課経営安定対策室 (Tel:03-6744-0502）

ご注意：携帯電話、ＰＨＳ、公衆電話及びＩＰ電話など一部の電話では
ご利用いただくことができません。また、非通知設定のお電話
からはお繋ぎできませんので、お手数ですが番号の前に「１８６」
を押してお掛けください。
左記以外にも、 寄りの農政局、地域センター（問い合わせ先

一覧のとおり）、地域農業再生協議会（市町村、ＪＡ等）まで
お気軽にご連絡ください。

お気軽に、無料電話相談

受付時間：平日9:00～17:00 自動的にお住まいの農政局、地域センターに繋がります。
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検索

都道府県 問い合わせ先 連絡先（電話番号）

岐阜県
岐阜地域センター 農政推進グループ 058-271-4407

高山地域センター 農政推進グループ 0577-32-1155

愛知県
東海農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 052-223-4626

豊橋地域センター 農政推進グループ 0532-56-3080

三重県
津地域センター 農政推進グループ 059-228-3199

津地域センター 伊勢支所 0596-23-3855

滋賀県
大津地域センター 農政推進グループ 077-522-4274

東近江地域センター 農政推進グループ 0748-23-3842

京都府 近畿農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 075-366-0117

大阪府 大阪地域センター 農政推進グループ 06-6941-9657

兵庫県

神戸地域センター 農政推進グループ 078-331-9951

姫路地域センター 農政推進グループ 079-281-3697

豊岡地域センター 農政推進グループ 0796-22-2179

奈良県 奈良地域センター 農政推進グループ 0742-36-2981

和歌山県
和歌山地域センター 農政推進グループ 073-436-3832

和歌山地域センター 田辺支所 0739-22-5551

鳥取県
鳥取地域センター 農政推進グループ 0857-22-3256

鳥取地域センター 米子支所 0859-22-0115

島根県
松江地域センター 農政推進グループ 0852-24-7311

松江地域センター 浜田支所 0855-22-0980

岡山県
中国四国農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 086-230-1061

中国四国農政局津山支所 0868-22-5151

広島県
広島地域センター 農政推進グループ 082-228-9483

福山地域センター 農政推進グループ 084-955-8631

山口県 山口地域センター 農政推進グループ 083-922-5255

徳島県 徳島地域センター 農政推進グループ 088-622-6132

香川県 高松地域センター 農政推進グループ 087-831-8185

愛媛県 松山地域センター 農政推進グループ 089-932-6989

高知県 高知地域センター 農政推進グループ 088-875-2151

福岡県
福岡地域センター 農政推進グループ 092-281-8261

北九州地域センター 農政推進グループ 093-561-1596

佐賀県 佐賀地域センター 農政推進グループ 0952-23-3136

長崎県 長崎地域センター 農政推進グループ 095-845-7123

熊本県

九州農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 096-211-9267

八代地域センター 農政推進グループ 0965-35-7311

八代地域センター 天草支所 0969-22-4195

大分県

大分地域センター 農政推進グループ 097-532-6134

大分地域センター 宇佐支所 0978-32-1421

大分地域センター 豊後大野支所 0974-22-1037

宮崎県

宮崎地域センター 農政推進グループ 0985-22-3184

宮崎地域センター 都城支所 0986-23-3966

延岡地域センター 農政推進グループ 0982-33-0704

鹿児島県
鹿児島地域センター 農政推進グループ 099-222-7591

鹿屋地域センター 農政推進グループ 0994-43-3222

沖縄県 内閣府 沖縄総合事務局 農林水産部 経営課 098-866-1628
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