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都道府県名 情報提供先機関名 役　　　職 氏　　　名 住　　　所 電話番号 備考

北海道 北海道農政部農業経営局農業経営課経営企画グループ 主査(法人) 舟渡進也 北海道札幌市中央区北３条西６丁目 011-206-7364

青森県 構造政策課 主幹 斗ヶ澤一雄 青森県青森市長島一丁目１－１ 017-734-9463

岩手県 ＪＡいわてグループ農業担い手サポートセンター 嘱託 伊藤寿 〒020-0022岩手県盛岡市大通一丁目2-1 019-626-8516

宮城県 宮城県担い手育成総合支援協議会(公益社団法人みやぎ農業振興公社内) 事務局長（企画指導員） 土屋　稔 仙台市青葉区堤通雨宮町４番17号　宮城県仙台合同庁舎９階 022-275-9192

秋田県 秋田県農林水産部農林政策課 副主幹 佐々木貴博 秋田県秋田市山王四丁目１－１ 018-860-1726

山形県 公益財団法人やまがた農業支援センター 就農・経営支援主幹 布宮　聡 山形市緑町1-9-30緑町会館６階 023-641-1105

福島県 一般社団法人 福島県農業会議 担い手・経営対策部長 鈴木　正洋 福島市中町8番2号福島県自治会館8階 024-524-1201

茨城県 茨城県農業参入等支援センター 係長 今井　洋彦 茨城県水戸市笠原町978-6（農林水産部農業経営課） 029-301-3844

栃木県 栃木県農業経営相談所 事務局員 大木  隆充 栃木県宇都宮市平出工業団地9-25 028-616-8532

群馬県 群馬県農業経営相談所((一社)群馬県農業会議内) コーディネータ 中野  竜次 前橋市大渡町1-10-7 027-280-6171

埼玉県 埼玉県農林公社
新規就農・法人化推進ア
ドバイザー

梶山  守 埼玉県行田市真名板1975-1 048-559-0551

千葉県 ちば農業経営相談所 副主査 青木  菜々子
千葉県千葉市中央区市場町1-1
（農林水産部担い手支援課）

043-223-2905

東京都 　※

神奈川県 かながわ農業経営相談所 主幹 渡邊  靖之
神奈川県横浜市中区山下町２
産業貿易センタービル10階1004号

045-201-0895

山梨県 山梨県農業経営総合支援協議会 技師 畑　翔弥 山梨県甲府市丸の内一丁目6-1 055-223-1621

長野県 長野県農業再生協議会 事務局長 若林　秀行
長野市大字南長野字幅下692-2
長野県庁東庁舎3階

026-237-6287

静岡県 静岡県農業経営相談所 指導専門員 田代　信幸
静岡市葵区追手町9-18
静岡中央ビル７階

054-250-8988

新潟県 新潟県担い手育成総合支援協議会 参事 谷川　　彰 新潟県中央区東中通１番町８６番 025-223-2186

富山県 富山県農林水産部農業経営課経営支援係 主任 表野　元保 富山県富山市新総曲輪１番７号 076-444-3266

石川県 （公財）いしかわ農業総合支援機構 担い手支援センター次長 西沢　　裕 石川県金沢市鞍月２丁目２０番地 076-225-7621

福井県 福井県農林水産部生産振興課経営体育成・指導G 主任 山元　秀明 福井県福井市大手３丁目１７番地１号 0776-20-0431

岐阜県 岐阜県農業経営課 技術主査 安藤　千恵子 岐阜市薮田南２－１－１ 058-272-8225

愛知県 愛知県農林水産部農業経営課 主査 鬼頭雅也 名古屋市中区三の丸三丁目1-2 052-954-6413

三重県 三重県農林水産部担い手支援課 主幹 森本　亨 津市広明町１３番地 059-224-2354

滋賀県 滋賀県農政水産部農業経営課地域農業戦略室 副参事 川村清隆 大津市京町４丁目1-1 077-528-3845 農業経営相談所事務局員

公益社団法人京都府農業総合支援センター農業ビジネス課 課長 加茂 雅紀
京都府京都市上京区出水通
油小路東入丁子風呂町104-2
（府庁西別館内３F）

075-417-6888 H30年6月まで

一般社団法人京都府農業会議担い手創生部農業ビジネス課 課長 加茂 雅紀
京都府京都市上京区出水通
油小路東入丁子風呂町104-2
（府庁西別館内３F）

075-417-6888 H30年7月以降

大阪府 大阪府環境農林水産部農政室推進課 主査 藤原　亮介 大阪市住之江区南港北１－１４－１６ 06-6210-9589

兵庫県 兵庫県農業経営法人化推進協議会 課長 前田　美嘉
神戸市中央区下山手通4-15-3
（兵庫県農業共済会館3階）

078-391-1222 （一社）兵庫県農業会議内

奈良県 奈良県　農林部　担い手･農地マネジメント課 主任主事 西井慈 奈良県奈良市登大路町30 0742-27-7617

和歌山県
わかやま農業経営サポートセンター
（事務局：一般社団法人和歌山県農業会議）

津田　浩伸
和歌山市茶屋ノ丁2-1
和歌山県自治会館6階

073-432-6114

鳥取県 鳥取県農林水産部経営支援課　 課長補佐 横山　隆雄 鳥取市東町1-220 0857-26-7269

島根県 島根県農林水産部農業経営課　 主任 清水　　学 松江市殿町1 0852-22-5110

岡山県 公益財団法人岡山県農林漁業担い手育成財団 業務専門員 小野　　勝 岡山市東区竹原505 086-297-2016
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広島県 広島県農林水産局就農支援課 事業調整員 三宅　正和 広島市中区本町10-52 082-513-3531

山口県 山口県農林水産部農業振興課　 主任 原田　和徳 山口市滝町1-1 083-933-3375

徳島県 徳島県立農林水産総合技術支援センター　経営推進課 主任 大櫛　忠寛 徳島市万代町1丁目1番地 088-621-2427

香川県 公益財団法人香川県農地機構 主幹 長尾陽一郎 高松市松島町1丁目17番28号 087-831-3211

愛媛県 (公財)えひめ農林漁業振興機構農業経営サポートセンター ｾﾝﾀｰ次長 石井　卓男 松山市一番町4-4-2 089-945-1542

高知県 一般社団法人高知県農業会議 主査 吉良　裕貴
高知市丸ノ内１－７－52
高知県庁西庁舎３階

088-824-8555

福岡県 福岡県農林水産部経営技術支援課 技術主査 梶木　真一 福岡市博多区東公園7-7 092-643-3494

佐賀県 佐賀県農林水産部農産課 主事 石丸　俊介 佐賀市城内1丁目1-59 0952-25-7422

長崎県 長崎県農業経営課金融班 課長補佐 今里　直樹 長崎市尾上町3－1 095－895-2938

熊本県 くまもと農業経営相談所 主任主事 松永　真一 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 096-384-3333 事務局　県農業会議

大分県 大分県農林水産部新規就業・経営体支援課 主幹 山口　康幸 大分県大分市大手町3-1-1 097-506-3598

宮崎県 宮崎県農業経営支援課農業担い手対策室 副主幹 金子　貴史 宮崎市橘通東２丁目10番１号 0985-26-7124

鹿児島県 かごしま農業経営相談所（県担い手・地域営農対策協議会） 考査役 前田　信孝 鹿児島市鴨池新町10番１号（県農業会議内） 099-286-5815

沖縄県 沖縄県農林水産部農政経済課 主任技師 野原正司 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 098-866-2257

※　東京都については、保留となっております。10月末に決定する予定です。


