畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（機械導入事業）

<

お問い合わせ先
組織名

電話番号

住所

x 基金管理団体
（公社）中央畜産会

03-5577-5000

〒101-0021 東京都千代田区外神田 2-16-2
第 2DIC ビル 9 階

x 窓口団体
〒060-0004 北海道札幌市中央区北 4 条西 1-1

（一社）北海道酪農畜産協会

011-209-8555

（一社）青森県畜産協会

017-723-2523

〒030-0822 青森県青森市中央 2-1-15

（一社）岩手県畜産協会

019-694-1300

〒020-0605 岩手県滝沢市砂込 389-7

（一社）宮城県畜産協会

022-298-8473

〒983-0832 宮城県仙台市宮城野区安養寺 3-11-24

（公社）秋田県農業公社

018-893-6213

（公社）山形県畜産協会

023-634-8166

（公社）福島県畜産振興協会

024-573-0514

（公社）茨城県畜産協会

029-231-7501

〒310-0022 茨城県水戸市梅香 1-2-56

（公社）栃木県畜産協会

028-664-3631

〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地 6-7

（公社）群馬県畜産協会

027-220-2371

〒379-2147 群馬県前橋市亀里町 1310

（一社）埼玉県畜産会

048-536-5281

（公社）千葉県畜産協会

043-242-5417

（一社）神奈川県畜産会

045-761-4191

〒235-0007 神奈川県横浜市磯子区西町 14-3

（公社）新潟県畜産協会

025-234-6781

〒950-1101 新潟県新潟市西区山田字堤付 2310-15

（公社）富山県畜産振興協会

076-451-0117

〒930-0901 富山県富山市手屋 3-10-15

（公社）石川県畜産協会

076-287-3635

〒920-0362 石川県金沢市古府 1-217

（一社）福井県畜産協会

0776-27-8228

〒910-0005 福井県福井市大手 3-2-1

（公社）山梨県畜産協会

055-222-4004

〒400-0822 山梨県甲府市里吉 3-9-1

（一社）長野県畜産会

026-228-8809

〒380-0936 長野県長野市大字中御所字岡田 30-9

（一社）岐阜県畜産協会

058-273-1111

〒500-8385 岐阜県岐阜市下奈良 2-2-1

（公社）静岡県畜産協会

054-274-0210

（公社）愛知県畜産協会

052-951-7477

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 3-4-10

（一社）三重県畜産協会

059-213-7512

〒514-0003 三重県津市桜橋 1-649

（一社）滋賀県畜産振興協会

0748-33-4345

〒523-0896 滋賀県近江八幡市鷹飼町北 4-12-2

（公社）京都府畜産振興協会

075-681-4280

〒604-8845 京都府京都市中京区壬生東高田町 1-15

06-6941-1351

〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町 1-3-27

（一社）大阪府畜産会

北農ビル 13 階
畜連ビル 2 階

〒010-0951 秋田県秋田市山王 4-1-2
秋田地方総合庁舎 5 階
〒990-0042 山形県山形市七日町 3-1-16 山形県 JA ビル
〒960-8502 福島県福島市南中央三丁目 36 番地
福島県土地改良会館

3階
畜産会館

JA ビル

〒360-0102 埼玉県熊谷市須賀広 784
県農林総合研究センター
〒260-0026 千葉県千葉市中央区新宿 1-2-3
Ｋ＆Ｔ千葉ビル 3 階

福井ビル 5 階

県福祉農業会館

〒420-0838 静岡県静岡市葵区相生町 14-26-3
県獣医畜産会館

大手前建設会館 2 階

組織名

電話番号

住所

（公社）兵庫県畜産協会

078-381-9356

〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通 1

農業会館 7 階

（一社）奈良県畜産会

0744-29-4004

（公社）畜産協会わかやま

073-426-8133

（公社）鳥取県畜産推進機構

0857-21-2790

〒680-0833 鳥取県鳥取市末広温泉町 723

（公社）島根県畜産振興協会

0852-21-4421

〒690-0887 島根県松江市殿町 19-1

（一社）岡山県畜産協会

086-221-0511

（一社）広島県畜産協会

082-244-1783

〒734-0034 広島県広島市中区大手町 4-7-3

（公社）山口県畜産振興協会

083-973-2725

〒754-0002 山口県山口市小郡下郷 2139

（公社）徳島県畜産協会

088-634-2680

（公社）香川県畜産協会

087-825-0284

（公社）愛媛県畜産協会

089-948-5365

〒790-0011 愛媛県松山市千舟町 6-5-9

（一社）高知県畜産会

088-883-8161

〒781-2110 高知県高知市五台山 5015-1

（公社）福岡県畜産協会

092-641-8723

〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代 4-1-27

（公社）佐賀県畜産協会

0952-24-7121

〒840-0803 佐賀県佐賀市栄町 2-1

（一社）長崎県畜産協会

095-843-8825

〒850-0047 長崎県長崎市銭座町 3-3

（公社）熊本県畜産協会

096-365-8200

〒861-2101 熊本県熊本市東区桜木 6-3-54

（公社）大分県畜産協会

097-545-6591

〒870-0844 大分県大分市大字古国府 1220

（公社）宮崎県畜産協会

0985-41-9300

〒880-0806 宮崎県宮崎市広島 1-13-10

（公社）鹿児島県畜産協会

099-258-5675

〒890-0065 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 15

（公財）沖縄県畜産振興公社

098-855-1129

〒900-0024 沖縄県那覇市古波蔵 1-24-27

〒630-0033 奈良県橿原市城殿町 459 大和平野土地改良
区内
〒640-8331 和歌山県和歌山市美園町 5-1-1
和歌山県 JA ビル 5 階

島根 JA ビル

〒700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町 9-18
農業会館 5 階

〒770-0011 徳島県徳島市北佐古一番町 61-11
JA 会館分室
〒760-0023 香川県高松市寿町 1-3-6
香川県 JA ビル 5 階
大西ビル 4 階

県 JA 会館

