
＜支援機関　農業協同組合＞ 令和2年6月24日現在

都道府県 市町村 番地 担当部署名 連絡先

012360 新函館農業協同組合 農業 北海道 北斗市本町 1-1-21 農業振興部　営農課 0138-77-5557 http://www.ja-shinhakodate.jp/

012025 函館市亀田農業協同組合 農業 北海道 函館市昭和 4-42-40 営農部　販売推進係 0138-46-8698 http://www.ja-kameda.or.jp/

013714 きたひやま農業協同組合 農業 北海道 久遠郡せたな町北檜山区北檜山 20 営農部　営農相談課 0137-84-5311 http://www.ja-kitahiyama.or.jp/

013706 今金町農業協同組合 農業 北海道 瀬棚郡今金町字今金 １４１番地 営農部　農業経営課 0137-82-0212 ja-imakane.or.jp

015849 とうや湖農業協同組合 農業 北海道 虻田郡洞爺湖町香川 55-7 営農販売部 農業振興課 0142-89-2468

015814 とまこまい広域農業協同組合 農業 北海道 勇払郡厚真町錦町 10-2 営農部　営農課 ０１４５－２７－２２４１ http://www.ja-tomakomaikouiki.com/

016101 みついし農業協同組合 農業 北海道 日高郡新ひだか町三石本桐 224-6 営農部 0146-34-2011 https://www.jamitsuishi.com

014087 余市町農業協同組合 農業 北海道 余市郡余市町黒川町 5丁目1番地 営農販売部　営農課 0135-23-3121 http://www.ja-yoichi.or.jp

011002 札幌市農業協同組合 農業 北海道 札幌市中央区北10条西 24丁目1-10 経済部 011-621-1346 https://www.ja-sapporo.or.jp

012351 石狩市農業協同組合 農業 北海道 石狩市八幡 2丁目332-11 営農部　営農課 0133-66-3344 http://www.ja-ishikari.or.jp

012106 いわみざわ農業協同組合 農業 北海道 岩見沢市桜木 １条１丁目 農業振興部門 0126-22-6924 http://www.ja-iwamizawa.or.jp/

014231 なんぽろ農業協同組合 農業 北海道 空知郡南幌町栄町 １丁目４番７号 営農部　農業振興課 ０１１－３７８－２２７４ http://www.ja-nanporo.or.jp

014303 月形町農業協同組合 農業 北海道 樺戸郡月形町 １０６９番地 業務部営農推進課 0126-53-3400 https://jamoon.hamanasu.to/

012289 きたそらち農業協同組合 農業 北海道 深川市メム 10号線山3線 農業振興部　振興課 0164-26-0134 http://www.ja-kitasorachi.com/

014826 南るもい農業協同組合 農業 北海道 留萌郡小平町字小平町 255 農業振興部　営農課 0164-56-2211  http://ja-minamirumoi.or.jp/

014877 てしお農業協同組合 農業 北海道 天塩郡天塩町新地通 6丁目2343 営農部営農課 01632-2-1050

016390 更別村農業協同組合 農業 北海道 河西郡更別村字更別南 ２線９２番地 経営相談部　経営相談課 ０１５５－５２－２３７５ http://ja-sarabetsu.jp/

016438 忠類農業協同組合 農業 北海道 中川郡幕別町忠類栄町 259 営農部　経営課 01558-8-2314 http://www.ja-churui.com/

016411 大樹町農業協同組合 農業 北海道 広尾郡大樹町西本通 33番地2 金融部　経営相談課 （01558）6-3131 http://www.jataiki.com/

016314 音更町農業協同組合 農業 北海道 河東郡音更町大通 5丁目1番地 企画振興部　企画振興課 0155-42-8721 https://www.ja-otofuke.jp/

016438 さつない農業協同組合 農業 北海道 中川郡幕別町札内中央町 500番地 農産部農産課 0155-56-2134

012084 常呂町農業協同組合 農業 北海道 北見市常呂町字常呂 608 営農部　営農企画課 0152-54-2121 https://www.ja-tokoro.or.jp/

015644 女満別町農業協同組合 農業 北海道 網走郡大空町女満別西４条 ５丁目１番２７号 経済部　営農課 0152-74-2131 www.ja-memanbetsu.jp

012068 阿寒農業協同組合 農業 北海道 釧路市阿寒町北新町 1丁目4番1号 地域対策室 0154-66-3211 http://www.ja-akan.or.jp/

016918 中春別農業協同組合 農業 北海道 野付郡別海町中春別南町 3番地 営農部　経営相談課 0153-76-2311 http://www.ja-nks.jp

014389 北いぶき農業協同組合 農業 北海道 雨竜郡沼田町北1条 ４丁目２番2号 営農推進事業部 0164-35-2224 http://www.ja-kitaibuki.or.jp/

012041 たいせつ農業協同組合 農業 北海道 旭川市東鷹栖１条 ３丁目６３５番地の５８ 営農部農業振興課 0166-57-2357 http://www.jataisetu.or.jp

014842 オロロン農業協同組合 農業 北海道 苫前郡羽幌町南６条 ２丁目１６番地の４ 農業振興部　営農課 0164-62-2145

014532 東神楽農業協同組合 農業 北海道 上川郡東神楽町北1条東 1丁目2番1号 農業振興課 0166-83-2243 http://www.ja-higashikagura.com/

015598 えんゆう農業協同組合 農業 北海道 紋別郡湧別町上湧別屯田市街地 230番地 係長 01586-2-2162 http://www.ja-enyu.com

016675 釧路丹頂農業協同組合 農業 北海道 阿寒郡鶴居村鶴居東 4丁目45番地 営農部　農業振興課 0154-64-2311 https://www.ja-kushirotancho.or.jp/

014567 上川中央農業協同組合 農業 北海道 上川郡愛別町字本町 125番地 営農部　営農振興課 01658-6-5315 http://www.ja-kamikawa.or.jp

016101 しずない農業協同組合 農業 北海道 日高郡新ひだか町静内本町 ４丁目１番６号 営農部営農課 ０１４６－４２－１０５１ http://ja-shizunai.or.jp

033219 岩手中央農業協同組合 農業 岩手 紫波郡紫波町桜町字上野沢 38-1 営農販売部　担い手対策課 019-676-3428 https://ja-iwatechuoh.or.jp/

042021 いしのまき農業協同組合 農業 宮城 石巻市中里 5-1-12 営農部　営農企画課 0225-22-1183 https://www.ja-ishinomaki.or.jp

043231 みやぎ仙南農業協同組合 農業 宮城 柴田郡柴田町西船迫 1丁目10-3 生産販売部・営農経済部　販売促進課0224-55-1870 http://www.ja-miyagisennan.jp

041009 仙台農業協同組合 農業 宮城 仙台市宮城野区新田東 2丁目15番地の2 営農部 営農支援課 022-236-2413 https://www.jasendai.or.jp/

063827 山形おきたま農業協同組合 農業 山形 東置賜郡川西町大字上小松 978-1 営農経済部　営農企画課 ０２３８－４６－５３００ http://www.okitama-yt-ja.or.jp

082333 なめがたしおさい農業協同組合 農業 茨城 行方市麻生 3346-25 営農経済部　営農企画課 0299-72-1878 https://ja-ns.or.jp

082058 新ひたち野農業協同組合 農業 茨城 石岡市南台 3-21-14 営農経済部　営農販売課 0299-56-5802 http://www.shin-hitachino.com

082040 茨城むつみ農業協同組合 農業 茨城 古河市上砂井 122-5 営農部　園芸課 0280-23-2182 http://www.jamutsumi.com
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082201 つくば市農業協同組合 農業 茨城 つくば市東岡 335 営農部　営農企画課 029-857-3114 http://www.ja-tukuba.jp

092053 かみつが農業協同組合 農業 栃木 鹿沼市鳥居跡町 ９８３番地１ 営農経済部　営農振興課 ０２８９－６５－１００６ https://jakamituga.jp

092096 はが野農業協同組合 農業 栃木 真岡市八条 95 営農部　営農企画 0285-83-7623  https://www.ja-hagano.or.jp/

092142 しおのや農業協同組合 農業 栃木 さくら市櫻野 １６７０番地２ 本店　営農部　営農企画課 028-681-7554 https://www.ja-shionoya.or.jp/

094111 なす南農業協同組合 農業 栃木 那須郡那珂川町白久 10 営農部　営農指導課 ０２８７－９６－６１７０ http://www.ja-nasuminami.or.jp/

092134 那須野農業協同組合 農業 栃木 那須塩原市黒磯 6番地1 営農部　営農課 0287-62-5550 http://www.janasuno.or.jp

092037 しもつけ農業協同組合 農業 栃木 栃木市片柳町 ２丁目１番４４号 営農経済部　営農企画課 0282-20-8828 http://www.ja-shimotsuke.jp/

104256 嬬恋村農業協同組合 農業 群馬 吾妻郡嬬恋村大字大前 767-2 農産部　営農畜産課 0279-80-6204 http://www.jagunma.net/tsumagoi

112020 くまがや農業協同組合 農業 埼玉 熊谷市箱田 ５丁目９番１８号 営農部　資産相談課 048-523-9015 http://www.ja-kumagaya.or,jp/

132276 にしたま農業協同組合 農業 東京 羽村市五ノ神 1-1-5 営農経済部営農生活課 042-554-7362 http://www.ja-nishitama.or.jp/

132284 秋川農業協同組合 農業 東京 あきる野市秋川 3丁目1-1 指導経済部営農生活課営農係 042-559-5111 http://www.ja-akigawa.or.jp

132012 八王子市農業協同組合 農業 東京 八王子市椚田町 585番地8 指導経済部　地域振興課 042-666-6511 https://ja-hachioji.or.jp

132128 東京南農業協同組合 農業 東京 日野市三沢 3-53-15 地域振興部　指導経済課 042-594-1011 https://www.ja-tm.or.jp

132098 町田市農業協同組合 農業 東京 町田市忠生 3-7-2 経済部　営農支援課 042-792-6111 http://www.ja-machidashi.or.jp

132063 マインズ農業協同組合 農業 東京 府中市分梅町 3-65-1 本店　地域振興部指導課 042-334-6072 https://www.ja-minds.or.jp/

132071 東京みどり農業協同組合 農業 東京 昭島市武蔵野 2-6-12 本店地域振興部　指導課 042-542-3684 https://ja-tokyomidori.or.jp

132101 東京むさし農業協同組合 農業 東京 小金井市貫井北町 1-10-1 本店　指導経済部　指導課 ０４２－３８８－８８０１ https://www.jatm.or.jp

131121 東京中央農業協同組合 農業 東京 世田谷区粕谷 3-1-1 本店　農住支援部　営農支援課 03-3308-3120 ｗｗｗ.ｊａ-ｔｏｋｙｏｃｈｕｏ.ｏｒ.ｊｐ

144011 県央愛川農業協同組合 農業 神奈川 愛甲郡愛川町三増 891 指導経済部　指導経済課 046-281-5000 https://www.jakangawa.gr.jp/aikawa/default.htm

141003 横浜農業協同組合 農業 神奈川 横浜市泉区中田西 1-12-10 営農部　営農支援課 045-805-6612

192015 山梨みらい農業協同組合 農業 山梨 甲府市下飯田 3丁目5-12 営農販売部 055-223-9964 http://ja-yamanashimirai.or.jp

203050 長野八ヶ岳農業協同組合 農業 長野 南佐久郡南牧村野辺山 79-7 農業部企画振興課 0267-91-0100 https://www.ja-yatugatake.iijan.or.jp

202207 あづみ農業協同組合 農業 長野 安曇野市堀金烏川 2650-1 営農経済事業部　農業企画課 0263-72-2933 http://www.ja-azm.iijan.or.jp/

202011 グリーン長野農業協同組合 農業 長野 長野市篠ノ井布施高田 944-1 ＪＡグリーン長野営農部農業振興課 026-292-0930 https://www.ja-grn.iijan.or.jp/

202011 ながの農業協同組合 農業 長野 長野市大字中御所字岡田 131-1 営農部　営農指導課 026-224-3703 https://www.ja-nagano.iijan.or.jp

202029 松本ハイランド農業協同組合 農業 長野 松本市南松本 1丁目2番16号 営農部　営農企画課 0263－29-0394 https://www.ja-m.iijan.or.jp/

152048 にいがた南蒲農業協同組合 農業 新潟 三条市下保内 348番地1 営農経済部　営農企画課 ０２５６－３９－７０１１ http://www.ja-niigatanankan.or.jp/

152242 羽茂農業協同組合 農業 新潟 佐渡市羽茂本郷 504番地3 営農課 0259-88-3133 https://www.ja-hamochi.or.jp/

154822 津南町農業協同組合 農業 新潟 中魚沼郡津南町大字下船渡戊 125番地1 営農部　営農センター 025-765-3123 http://www.ja-tsunan.or.jp

152161 ひすい農業協同組合 農業 新潟 糸魚川市大和川 436番地 営農部営農課 025-552-6272 http://www.ja-hisui.or.jp

151009 越後中央農業協同組合 農業 新潟 新潟市西蒲区漆山 ８８３３ 営農部営農企画課 0256-70-1540 https://www.e-ja.or.jp/

172014 金沢市農業協同組合 農業 石川 金沢市松寺町末 59-1 担い手支援室 076-237-0250 http://www.is-ja.jp

182010 福井県農業協同組合 農業 福井 福井市高木中央 2丁目4202番地 農業戦略部　営農政策課 0776-54-1701 www.ja-fukuiken.or.ｊｐ/

182095 越前たけふ農業協同組合 農業 福井 越前市本多 ２丁目10-22 指導部営農販売課 0778-21-2608 www.ja-echizentakefu.or.jp

222194 伊豆太陽農業協同組合 農業 静岡 下田市東本郷 1丁目12-8 営農部営農課 0558-23-6006 https://taiyo.ja-shizuoka.or.jp/

222101 富士市農業協同組合 農業 静岡 富士市松本 12-1 営農企画課 0545-61-8124 https://fuji.ja-shizuoka.or.jp/

221007 静岡市農業協同組合 農業 静岡 静岡市駿河区曲金 ５丁目４番７０号　 　営農課 ０５４-２８８-８４４０ https：//ja-shizuokashi.org/

222135 掛川市農業協同組合 農業 静岡 掛川市千羽 100-1 営農経済部　営農課 0537-20-0809 https://www.ja-kakegawa.jp/info/

222241 遠州夢咲農業協同組合 農業 静岡 菊川市下平川 6265 営農経済部　営農指導課 0537-73-5550 http://jayumesaki.ja-shizuoka.or.jp

222119 遠州中央農業協同組合 農業 静岡 磐田市見付 3599-1 営農企画部　営農管理課 0538-36-7020 https://jaenchu.ja-shizuoka.or.jp/

221309 とぴあ浜松農業協同組合 農業 静岡 浜松市東区有玉南町 1975 営農生産部　営農指導課 053-476-3138 https://jatopia.ja-shizuoka.or.jp/

221309 みっかび農業協同組合 農業 静岡 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日 885 営農支援課 053-525-1019 https://mikkabi.ja-shizuoka.or.jp/

231002 なごや農業協同組合 農業 愛知 名古屋市東区代官町 33-27 本店　経済部 052-932-3560 https://www.ja-nagoya.or.jp
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231002 みどり農業協同組合 農業 愛知 名古屋市緑区乗鞍 2-223 緑信用農業協同組合　経済部 052-876-0437 https://www.jamidori.or.jp/

232343 西春日井農業協同組合 農業 愛知 北名古屋市西之保南若 11 営農部　営農指導課 0568-23-4001 https://www.ja-nishikasugai.com

232165 あいち知多農業協同組合 農業 愛知 常滑市多屋字茨廻間 1-111 営農部　農業振興課 0569-34-9917 http://www.agris.or.jp

232084 海部東農業協同組合 農業 愛知 津島市莪原町字郷東 ４７番地 営農課 ０５６７－２３－７３２２ http://www.ja-amahigashi.or.jp

232076 ひまわり農業協同組合 農業 愛知 豊川市三谷原町北浦 68-1 営農部　営農企画課 0533-85-1234 https://ja-himawari.com

232017 豊橋農業協同組合 農業 愛知 豊橋市野依町字西川 5 営農部　営農指導課 0532-25-3552 https://www.ja-toyohashi.com

232114 あいち豊田農業協同組合 農業 愛知 豊田市西町 4-5 営農部　営農企画課 0565-31-2460 https://www.ja-aichitoyota.or.jp

232351 あいち海部農業協同組合 農業 愛知 弥富市鍋平 3-45-1 農産部　担い手課 0567-56-6813 www.ja-aichiama.com

243418 みえきた農業協同組合 農業 三重 三重郡菰野町大字大強原 3247 営農部　営農指導課 059-393-3620 http://www.ja-miekita.or.jp

244422 多気郡農業協同組合 農業 三重 多気郡明和町斎宮 1831-21 営農振興課 0596　52　3715 http://www.ja-takigun.or.jp/

244708 伊勢農業協同組合 農業 三重 度会郡度会町大野木 1858番地 営農部　 0596-62-2281 www.jaise.jp

272272 グリーン大阪農業協同組合 農業 大阪 東大阪市菱江 2丁目5番52号 営農経済部　営農経済課 072-962-8126 https://www.ja-greenosaka.or.jp/

272132 大阪泉州農業協同組合 農業 大阪 泉佐野市松風台 3丁目4550番地の2 営農経済部農政課 072-458-2255 www.osaka-ja.co.jp/ja/sensyu/

292010 奈良県農業協同組合 農業 奈良 奈良市大森町 57-3 営農経済総合部　営農経済総合課 0742-27-4413 www.ja-naraken.or.jp

302031 紀北かわかみ農業協同組合 農業 和歌山 橋本市名古曽 925-1 営農販売部　営農課 0736-43-2555 http//www.ja-kihokukawakami.or.jp

304212 みくまの農業協同組合 農業 和歌山 東牟婁郡那智勝浦町朝日 ２－２４９ 営農経済部　営農販売課 ０７３５－５２－１１７７ http://www.ja-mikumano.or.jp/

302058 紀州農業協同組合 農業 和歌山 御坊市名田町上野 1077-8 営農対策部　営農企画課 0738-20-9018 https://ja-kisyuu.or.jp/

362042 あなん農業協同組合 農業 徳島 阿南市桑野町上張 15 経済部　営農課 0884-26-1812 https://www.ja-anan.jp/

362051 麻植郡農業協同組合 農業 徳島 吉野川市鴨島町鴨島 106-11 営農経済部　営農指導課 0883-24-2479 http://www.ja-oegun.jp/

362026 徳島北農業協同組合 農業 徳島 鳴門市大麻町大谷字八反田 10番地-1 本所　経済課 088-689-1001 http://ja-tokushimakita.jp/

362026 大津松茂農業協同組合 農業 徳島 鳴門市大津町備前島字横丁ノ越 297-1 営農経済部 088-686-1106 http://ja-om.or.jp/

392014 高知市農業協同組合 農業 高知 高知市高須東町 4-8 営農経済部　営農指導課 088-883-6579 http://www.ja-kochishi.or.jp/index.htm

402206 宗像農業協同組合 農業 福岡 宗像市東郷 4-3-1 営農振興部営農企画課 0940-36-2374 http://www.ja-munakata.or.jp/

402176 筑紫農業協同組合 農業 福岡 筑紫野市杉塚 三丁目3番10号 営農生活部　農業振興課 092-924-1313 http://www.ja-chikushi.or.jp

402079 柳川農業協同組合 農業 福岡 柳川市大和町栄 360-2 営農部　営農企画課 0944-76-5155 https://www.yanagawa-fk-ja.or.jp

462039 肝付吾平町農業協同組合 農業 鹿児島 鹿屋市吾平町麓 3338番地4 営農指導課 ０９９４－５８－６５１３ http://www.ja-k-aira.jp/

465011 種子屋久農業協同組合 農業 鹿児島 熊毛郡中種子町野間 ５２８１番地 農家経営支援センター ０９９７－２７－１２１８ https://www.ja-taneyaku.or.jp/

465275 あまみ農業協同組合 農業 鹿児島 大島郡龍郷町浦 111‐1 経済部　経済課 ０９９７－６２－３７３９ http://ja-amami.or.jp/


