
（別表４）募集区域等 

市町村名 区域名 
農用地等

の特徴 

区域内に担い手

が十分いるか 
借受申込書等提出先 

岡崎市 葵 水田地帯 担い手はいるが

十分ではない 

○あいち三河農業協同組合 東部営農センター 

 〒444-0004 岡崎市保母町字河原田 28 

 電話 0564-47-3169 

○岡崎市役所 経済振興部 農務課 

 〒444-8601 岡崎市十王町 2-9 

 電話 0564-23-6344 

東部 水田地帯 担い手はいるが

十分ではない 

額田 水田地帯 担い手はいるが

十分ではない 

○あいち三河農業協同組合 額田営農センター 

 〒444-3622 岡崎市樫山町字八ツ田 39 

 電話 0564-82-3002 

○岡崎市役所 経済振興部 農務課 

 〒444-8601 岡崎市十王町 2-9 

 電話 0564-23-6344 

六ツ美 水田地帯 担い手は十分確

保されている 

○あいち三河農業協同組合  

 営農企画部 企画指導課 

 〒444-0213 岡崎市坂左右町字葦ノ部 18-1 

 電話 0564-55-2994 

○岡崎市役所 経済振興部 農務課 

 〒444-8601 岡崎市十王町 2-9 

 電話 0564-23-6344 

矢作 水田地帯 担い手は十分確

保されている 

碧南市 全域 水田地帯 

畑地帯 

担い手は十分確

保されている 

○あいち中央農業協同組合 碧南営農センター 

〒447-0844 碧南市港本町 4-40 

 電話 0566-42-6778 

○碧南市役所 農業水産課 管理水産係 

 〒447-8601 碧南市松本町 28 

 電話 0566-41-3311 

刈谷市 全域 水田地帯 担い手はいるが

十分ではない 

○あいち中央農業協同組合 刈谷営農センター 

〒448-0813 刈谷市小垣江町八角 151 

 電話 0566-27-8810 

安城市 全域 水田地帯 担い手は十分確

保されている 

○あいち中央農業協同組合 

営農企画部 営農企画課 

〒446-0046 安城市赤松町浄善 50 

 電話 0566-73-4400 

西尾市 全域 水田地帯 担い手はいるが

十分ではない 

○西尾市役所 産業部 農林水産課 

〒445-8501 西尾市寄住町下田 22 

 電話 0563-65-2134 

○西三河農業協同組合の本店及び支店（別表Ａ）

知立市 全域 水田地帯 担い手は十分確

保されている 

○あいち中央農業協同組合 知立営農センター 

〒472-0012 知立市八ツ田町泉 10 

 電話 0566-81-1703 

高浜市 全域 水田地帯 担い手はいるが

十分ではない 

○高浜市役所 都市政策部 地域産業グループ 

 〒444-1398 高浜市青木町 4-1-2 

 電話 0566-52-1111 



○あいち中央農業協同組合 高浜営農センター 

〒444-1311 高浜本郷町 6-7-1 

 電話 0566-53-2098 

幸田町 全域 水田地帯 

畑地帯 

果樹地帯 

担い手はいるが

十分ではない 

○幸田町役場 環境経済部 産業振興課 

〒444-0192 額田郡幸田町大字菱池字元林 1-1

 電話 0564-62-1111 

○あいち三河農業協同組合 幸田営農センター 

 〒444-0122 額田郡幸田町大字六栗字江尻 10 

 電話 0564-63-2683 

（別表Ａ） 

本店営農部 

営農企画課 
〒445-0073 西尾市寄住町下田 15 電話 0563-56-3341  

西尾支店 〒445-0073 西尾市寄住町下田 15 電話 0563- 56-3186 

平坂支店 〒444-0305 西尾市平坂町茶林 5-1 電話 0563- 59-6115 

平東支店 〒444-0313 西尾市上矢田町北野 56-1 電話 0563- 59-6020 

寺津支店 〒444-0324 西尾市寺津町観音東 19-5 電話 0563-59-6533 

三和支店 〒445-0005 西尾市米野町土井ノ内 19 電話 0563-52-1011 

室場支店 〒445-0033 西尾市室町中屋敷 152-3 電話 0563-52-1021 

米中支店 〒445-0802 西尾市米津町久手 48-1 電話 0563-56-3980 

西ノ町支店 〒445-0894 西尾市上町下屋敷 2-3 電話 0563- 56-8131 

北部支店 〒445-0804 西尾市緑町 4-22 電話 0563- 54-2128 

福地支店 〒445-0874 西尾市菱池町新田 7 電話 0563-56-2195 

一色西部支店 〒444-0427 西尾市一色町赤羽東乾地 129 電話 0563-72-8043 

一色中部支店 〒444-0407 西尾市一色町前野荒子 100 電話 0563- 72-8188 

一色東部支店 〒444-0403 西尾市一色町松木島中切 172 電話 0563- 72-8041 

横須賀支店 〒444-0521 西尾市吉良町上横須賀宮前 70 電話 0563-35-0511 

荻原支店 〒444-0524 西尾市吉良町荻原川中 54 電話 0563- 32-0072 

吉田支店 〒444-0516 西尾市吉良町吉田船戸 17 電話 0563- 32-0030 

幡豆支店 〒444-0703 西尾市西幡豆町北岡割 10-1 電話 0563- 62-2004 

東幡豆支店 〒444-0701 西尾市東幡豆町森 2-5 電話 0563-62-2003 


