
部　課　名 主な業務内容
メ－ルアドレス

ホームページアドレス

班名（内線）

noseisom@pref.miyagi.lg.jp

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/37.html

noseisom@pref.miyagi.lg.jp

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosuisom/

noseise@pref.miyagi.lg.jp

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/noseise/

nariwai@pref.miyagi.lg.jp

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nariwai/

syokushin@pref.miyagi.lg.jp

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokushin/

nosin@pref.miyagi.lg.jp

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosin/

miyamai@pref.miyagi.lg.jp

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/noenkan/

engei@pref.miyagi.lg.jp

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/engei/

tikusan01@pref.miyagi.lg.jp

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tikusanka/

katai@pref.miyagi.lg.jp

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/boueki/

nosonshin@pref.miyagi.lg.jp

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosonshin/

nosonseij@pref.miyagi.lg.jp

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosonsei/

noubou@pref.miyagi.lg.jp

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosonbou/

農業に関する相談窓口

農村防災対策室
【県庁１１階南側】

　  　農地防災、災害復旧、農地海岸保全、農業用ため池、被災農地等の復興など

　防災対策班（2875）、ため池対策班（2703）

　農林水産物等の流通・販売の企画・調整、食に関する産業振興施策の企画・調
整、農林水産物の食の安全に係る企画・調整、県産食品のブランド化、県産食品
の販路拡大など

　食産業企画班（2814）、食ビジネス支援班（2812）、県産品販売支援班（2815）、ブランド推進班（2813）

家畜防疫対策室
【県庁１１階南側】

　

農業行政の総合的な調整、部の総務、組織・人事管理、予算管理、農業団体の検
査・指導など

　

　
　農村振興に係る企画調査・事業調整・計画、土地改良法の施行、農業・農村整
備の調査・計画・設計・積算、農業水利の調査・調整、国営事業の調整など

　指導班（2861）、企画調整班（2863）、地域計画班（2862）、技術管理班（2865）、広域水利調整班（2864）

 　農地整備、換地・交換分合、かんがい排水施設の整備・維持管理など

　事業経理班（2871）、換地・用地班（2872）、ほ場整備班（2873）、水利施設保全班（2876）

園芸推進課
【県庁１０階北側】

　  
　園芸振興施策の企画・推進、先進的園芸経営体の育成に関する企画・調整、園
芸作物の生産及び流通など

主な相談窓口と業務内容を紹介します。お気軽におたずねください。

　農産支援班（2844）、水田農業班（2842）、生産販売班（2841）、環境対策保全班（2845）

　調整班（2832）、先進的経営体支援班（2833）、農地調整班（2834）、経営構造対策班（2835）、農業人材育成班（2836）、普及支援班（2837）

農政部の主な業務と連絡先　(TEL　022－211－（内線）　で ダイヤルインできます。)

農山漁村調整班（2657）、６次産業化支援班（2242）、交流推進班（2866）、中山間振興班（2874）

　農業行政の総合的な企画、みやぎ食と農の県民条例基本計画に関すること、災
害対応など

農業振興課
【県庁１０階北側】

農村振興課
 【県庁１１階南側】

　企画管理班（2851）、草地飼料班（2852）、生産振興班（2853）

　家畜、家きん・みつばちの保健衛生に関すること、獣医事及び動物用医薬品など

　衛生安全班（2854）

　農業振興施策の企画・調整、農業経営基盤強化促進対策、農地の権利関係の
調整、農業技術の改良普及、農業経営の改善普及、農業の後継者・担い手の育
成、農業者への金融支援、経営構造対策事業、農地中間管理事業、先進的な農
業経営体の育成など

総務班（2883）、管理班（2885）、予算管理班（2886）、団体指導検査班（2754）

　
　農山漁村の活性化・にぎわい創出に向けた企画・調整、中山間振興施策、農道
の整備、農業集落排水、都市農村交流、農村の多面的機能の維持、６次産業化・
農商工連携の促進、鳥獣被害防止対策など

調整班（2892）、企画班（2963)

みやぎ米推進課
【県庁１０階北側】

　  
 みやぎ米や農産物（園芸作物を除く）の生産・流通、米の消費拡大・需給調整、経
営所得安定対策、農業公害対策、環境保全型農業の推進、農薬の安全・適正使
用の確保、肥料の品質保全など

　調整班（2224）、園芸振興班（2843）、先進的園芸推進班（2723）、流通ビジネス班（2337）

　

畜産課
【県庁１１階南側】

　
　畜産振興施策の企画・調整、畜産物の生産・流通・価格安定、飼料に関するこ
と、畜産環境の整備・保全、家畜の改良増殖など

農村整備課
【県庁１１階南側】

農政部

農政総務課
【県庁１０階南側】

農業政策室
【県庁１０階南側】

　

食産業振興課
【県庁１０階北側】

　

農山漁村なりわい課
【県庁１０階南側】
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主　な　業　務

連絡先（電話番号）　メールアドレス     ホームページアドレス

農業大学校

https://www.pref.miyagi.jp/site/noudai/

農業改良普及センタ－            

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ok-nokai/

https://www.pref.miyagi.jp/site/wrnk/

https://www.pref.miyagi.jp/site/sdnk/

https://www.pref.miyagi.jp/site/osnokai/

https://www.pref.miyagi.jp/site/misato-index/

https://www.pref.miyagi.jp/site/khnokai/

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tm-nokai/

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/is-nokai/

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/my-nokai/

病害虫防除所

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/byogai/

家畜保健衛生所                      

　（地方振興事務所
　　畜産振興部）

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ok-kaho/

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sd-kaho/

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nh-kaho/

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-kaho/

地方振興事務所

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/6.html

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/7.html

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/8.html

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/9.html

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/11.html

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/10.html

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/12.html

主　な　業　務

連絡先     ホームページアドレス

農業・園芸総合研究所

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/res_center/

古川農業試験場

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/hk-nousi/

畜産試験場

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tikusans/

https://www.mit.pref.miyagi.jp/index.html

(TEL 022-275-8960)　byogai@pref.miyagi.lg.jp

登米地域事務所 (TEL 0220-22-6111) et-tmsgsin@pref.miyagi.lg.jp

大河原 (TEL 0224-53-3111) oksgsin@pref.miyagi.lg.jp

美　 里 (TEL 0229-32-3115) msnokai@pref.miyagi.lg.jp

北　 部 (TEL 0229-91-0701) nh-sgsin@pref.miyagi.lg.jp

大河原 (TEL 0224-53-3538) okkaho@pref.miyagi.lg.jp             

東   部(TEL 0220-22-2349) et-kaho@pref.miyagi.lg.jp

仙 　台 (TEL 022-257-0921) sdkaho@pref.miyagi.lg.jp

北　 部(TEL 0229-91-0729) nh-kaho@pref.miyagi.lg.jp

登    米 (TEL 0220-22-8603) tmnokai@pref.miyagi.lg.jp

家畜の改良増殖，草地開発整備，家畜伝染病の予防ほか

仙　 台 (TEL 022-275-8320) sdnokai@pref.miyagi.lg.jp

石　 巻 (TEL 0225-95-1435) isnokai@pref.miyagi.lg.jp

気仙沼 (TEL 0226-25-8068) ksnokai@pref.miyagi.lg.jp

大　 崎 (TEL 0229-91-0727) osnokai@pref.miyagi.lg.jp

栗    原 (TEL 0228-22-9404) khnokai@pref.miyagi.lg.jp

東　 部 (TEL 0225-95-1411) et-sgsin@pref.miyagi.lg.jp

栗原地域事務所 (TEL 0228-22-2111) nh-khsgsin@pref.miyagi.lg.jp

有害動植物防除の企画及び指導，有害動植物の発生予察ほか

地方機関名

地域の農業振興計画に係る支援，担い手の確保・育成，経営管理高度化の普及指導，生産技術改善の普及指導ほか

亘　 理 (TEL 0223-34-1141) wrnokai@pref.miyagi.lg.jp

 (TEL 022-383-8138)　noudai@pref.miyagi.lg.jp

大河原 (TEL 0224-53-3519) oknokai@pref.miyagi.lg.jp
　（地方振興事務所
　　農業振興部内）

　各地方機関・試験研究機関の主な業務と連絡先

食品加工における地域企業の技術の高度化と市場性のある商品づくり支援，新産業創出に向けた研究開発の推進ほか

地域産業行政の総合的な企画・調整ほか

(TEL 022-377-8700) soudan-itim@pref.miyagi.lg.jp

気仙沼 (TEL 0226-24-2121) kstisins@pref.miyagi.lg.jp

農業，園芸に関する試験研究ほか

地方機関名

仙　 台 (TEL 022-275-9111) sdsinbk2@pref.miyagi.lg.jp

家畜，草地飼料，バイオテクノロジー等に関する試験研究ほか

(TEL 0229-72-3101)　tikusans@pref.miyagi.lg.jp

産業技術総合センタ－

(TEL 0229-26-5100)　hknosi@pref.miyagi.lg.jp

水稲の新品種育成，水稲・麦・大豆の栽培技術に関する試験研究ほか

(TEL 022-383-8111) 　marc-fk@pref.miyagi.lg.jp

農業の専門的技術及び経営の実践的教育の実施，短期研修ほか
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