（別表１）募集区域等
市町村名
名古屋市

農用地等

区域内に担い手

の特徴

が十分いるか

中川区

水田地帯

担い手はいるが

富田

畑地帯

十分ではない

区域名

借受申込書等提出先
○中川区役所 中川農政課
〒454-8501 名古屋市中川区高畑一丁目 223
電話 052-363-4360
○なごや農業協同組合 富田支店
〒454-0985 名古屋市中川区春田五丁目 55
電話 052-302-1100

守山区

果樹地帯

東谷

担い手はいるが
十分ではない

○守山区役所 守山農政課
〒463-8510 名古屋市守山区小幡一丁目 3-1
電話 052-796-4551
○なごや農業協同組合 志段味支店
〒463-0002 名古屋市守山区大字中志段味 2035
電話 052-736-1100

港区

水田地帯

南陽

担い手は十分確
保されている

〇港区役所 南陽支所 港農政課
〒455-0873 名古屋市港区春田野三丁目 1801
電話 052-301-8209
〇なごや農業協同組合 営農生活センター
〒455-0861 港区大西一丁目 40
電話 052-301-8794

一宮市

全域

水田地帯

担い手は十分確 ○一宮市役所 経済部 農業振興課

畑地帯

保されている

〒491-8501 一宮市本町 2-5-6

（水田地帯）

電話 0586-28-9136
○愛知西農業協同組合 一色下方研修センター

担い手がいない

農産部地域振興課

（畑地帯）

〒492-8365 稲沢市一色下方町 260-1
電話 0587-36-3326
○愛知西農業協同組合 各支店（別表Ａ）

瀬戸市

全域

田畑地域

担い手はいるが
十分ではない

○あいち尾東農業協同組合
瀬戸グリーンセンター
〒489-0934 瀬戸市菱野町 305
電話 0561-21-1181
○瀬戸市役所 交流活力部

産業課

〒489-8701 瀬戸市追分町 64-1
電話 0561-88-2654
春日井市

全域

水田地帯

担い手はいるが
十分ではない

○春日井市役所 産業部 農政課
〒486-8686 春日井市鳥居松町 5-44
電話 0568-85-6236
○尾張中央農業協同組合
農業振興部 営農企画課
〒486-0849 春日井市八田町 1-16-3
電話 0568-44-2058
〇春日井営農生活センター
〒486-0849 春日井市八田町 1-16-3

電話 0568-81-7363
〇春日井東部営農生活センター
〒487-0027 春日井市松本町 1-1-1
電話 0568-51-1997
犬山市

全域

水田地帯

担い手はいるが

果樹地帯

十分ではない

○犬山市役所 経済部 農林治水課
〒484-8501 犬山市大字犬山字東畑 36
電話 0568-44-0342
○愛知北農業協同組合 犬山支店
〒484-0096 犬山市塔野地西 4-1
電話 0568-62-5111
○愛知北農業協同組合 犬山南部支店
〒484-0861 犬山市字若宮 82
電話 0568-67-0666

江南市

全域

水田地帯

担い手はいるが

畑地帯

十分ではない

○江南市役所 生活産業部

農政課

〒483-8701 江南市赤童子町大堀 90
電話 0587-54-1111
○愛知北農業協同組合 江南支店 営農生活課
〒483-8505 江南市古知野町熱田 72
電話 0587-55-2275
○愛知北農業協同組合 布袋支店 営農生活課
〒483-8256 江南市中奈良町熊野 275-2
電話 0587-55-6122

小牧市

全域

水田地帯

担い手はいるが

畑地帯

十分ではない

果樹地帯

○小牧市役所 地域活性化営業部 農政課
〒485-8650 小牧市堀の内 3-1
電話 0568-76-1131
○尾張中央農業協同組合
小牧東部営農生活センター
〒485-0822 小牧市大字上末 3581
電話 0568-79-8000
○尾張中央農業協同組合
小牧西部営農生活センター
〒485-0024 小牧市大字南外山字長田 52-1
電話 0568-73-4113

稲沢市

全域

水田地帯

担い手は十分確

畑地帯

保されている

○稲沢市役所 経済環境部

農務課

〒492-8269 稲沢市稲府町 1
電話 0587-32-1111
○愛知西農業協同組合 一色下方研修センター
農産部地域振興課
〒492-8365 稲沢市一色下方町 260-1
電話 0587-36-3326
○愛知西農業協同組合 各支店（別表Ｂ）

尾張旭市

全域

水田地帯

担い手は十分確

畑地帯

保されている

○あいち尾東農業協同組合
尾張旭グリーンセンター
〒488-0801 尾張旭市東大道町原田 2482-2
電話 0561-53-2715
○あいち尾東農業協同組合

北部営農センター

〒480-1103 長久手市岩作城の内 53
電話 0561-63-3360
○尾張旭市役所 市民生活部 産業課
〒488-8666 尾張旭市東大道町原田 2600-1
電話 0561-76-8133
岩倉市

全域

水田地帯

担い手はいるが

畑地帯

十分ではない

○岩倉市役所 建設部 商工農政課
〒482-8686 岩倉市栄町 1-66
電話 0587-38-5812
○愛知北農業協同組合 岩倉支店 営農生活課
〒482-0043 岩倉市本町神明西 11-2
電話 0587-37-6311

豊明市

全域

水田地帯

担い手はいるが

畑地帯

十分ではない

果樹地帯

○あいち尾東農業協同組合
南部営農センター 営農課
〒470-1101 豊明市沓掛町西田 12
電話 0562-92-3892
○豊明市役所 経済建設部

産業振興課

〒470-1195 豊明市新田町子持松 1-1
電話 0562-92-8312
日進市

全域

水田地帯

担い手はいるが
十分ではない

○あいち尾東農業協同組合
中部営農センター 営農課
〒470-0122 日進市蟹甲町池下 213-1
電話 0561-72-0062
○日進市役所 建設経済部

産業振興課

〒470-0192 日進市蟹甲町池下 268
電話 0561-73-2197
清須市

全域

水田地帯

担い手は十分確

畑地帯

保されている

○清須市役所 市民環境部

産業課

〒452-8569 清須市須ケ口 1238
電話 052-400-2911
○西春日井農業協同組合 営農部
〒481-0033 北名古屋市西之保南若 11
電話 0568-23-4001

長久手市

全域

水田地帯

担い手はいるが

畑地帯

十分ではない

○あいち尾東農業協同組合

北部営農センター

〒480-1103 長久手市岩作城の内 53
電話 0561-63-3360
○長久手市役所 建設部 みどりの推進課
〒480-1196 長久手市岩作城の内 60-1
電話 0561-56-0620

東郷町

全域

水田地帯

担い手はいるが

畑地帯

十分ではない

○あいち尾東農業協同組合
南部営農センター 東郷事業所

〒470-0162 愛知郡東郷町大字春木字仲田 49-1
電話 0561-39-1775
○東郷町役場 経済建設部

産業振興課

〒470-0198 愛知郡東郷町大字春木字羽根穴 1
電話 0561-38-3111
大口町

全域

水田地帯

担い手は十分確

畑地帯

保されている

○大口町役場 産業建設部

環境経済課

〒480-0144 丹羽郡大口町下小口 7-155
電話 0587-95-1111
○愛知北農業協同組合 大口支店 営農生活課
〒480-0145 丹羽郡大口町丸 2-13
電話 0587-95-2123

扶桑町

全域

水田地帯

担い手は十分確

畑地帯

保されている

○扶桑町役場 産業建設部

産業環境課

〒480-0102 丹羽郡扶桑町大字高雄字天道 330
電話 0587-93-1111
○愛知北農業協同組合 扶桑支店 営農生活課
〒480-0102 丹羽郡扶桑町大字高雄字天道 322
電話 0587-93-3086

（別表Ａ）
葉栗支店

〒491-0132 一宮市大毛字宮前 101-2

電話 0586-78-2251

丹陽支店

〒491-0827 一宮市三ツ井 4-6-11

電話 0586-77-2611

千秋支店

〒491-0813 一宮市千秋町町屋字西浦 2

電話 0586-76-1121

萩原支店

〒491-0376 一宮市萩原町串作字滝浦 6

電話 0586-68-2111

大和支店

〒491-0934 一宮市大和町苅安賀字東下田 20

電話 0586-45-2064

西成支店

〒491-0005 一宮市西大海道字本郷 140-1

電話 0586-77-3047

朝日支店

〒494-0012 一宮市明地字上平 36

電話 0586-68-1277

稲沢市支店

〒492-8137 稲沢市国府宮 2-3-8

電話 0587-32-1251

稲沢西部支店

〒492-8212 稲沢市小沢 3-13-18

電話 0587-32-0461

下津支店

〒492-8066 稲沢市下津長田町 63

電話 0587-32-3022

稲沢北部支店

〒492-8115 稲沢市治郎丸東町 50

電話 0587-21-9571

稲沢五郷支店

〒492-8266 稲沢市横地 1-24

電話 0587-21-0703

稲沢駅前支店

〒492-8143 稲沢市駅前 2-5-1

電話 0587-32-4033

稲沢南部支店

〒492-8213 稲沢市高御堂 4-62

電話 0587-23-2611

明治支店

〒492-8392 稲沢市中野元町 231

電話 0587-36-1311

大里支店

〒492-8223 稲沢市奥田計用町 72

電話 0587-32-3111

千代田支店

〒492-8441 稲沢市福島町中浦 62

電話 0587-36-2211

祖父江町支店

〒495-0031 稲沢市祖父江町上牧下川田 412-3

電話 0587-97-1131

長岡支店

〒495-0036 稲沢市祖父江町馬飼東馬飼 15

電話 0587-97-0073

平和支店

〒490-1315 稲沢市平和町平池七反田 79

電話 0567-46-0102

（別表Ｂ）

