
 農業政策課(浪岡）  青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 0172-62-1176

 農業政策課(浪岡）りんご支援室 〃 0172-62-3002

 農業指導センター  青森市四戸橋字磯部243番地319 017-754-3596

 平内町  産業建設課  東津軽郡平内町大字小湊字小湊63 017-755-2111

 外ヶ浜町  農林水産課  東津軽郡外ヶ浜町字蟹田高銅屋44-2 0174-31-1111

 外ヶ浜町  平舘支所  東津軽郡外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢196 0174-25-2111

 外ヶ浜町  三厩支所  東津軽郡外ヶ浜町字三厩本町59 0174-37-2001

 産業建設部  東津軽郡今別町大字今別字今別167 0174-35-2001

 荒馬の里活性化センター  東津軽郡今別大字大川平字清川384-2 0174-35-2021

 蓬田村  産業振興課  東津軽郡蓬田村大字蓬田字汐越1-3 0174-27-2111

 本店  青森市大字石江字江渡59-13 017-766-5125

 グリーンセンター  青森市大字羽白字富田190-4 017-763-1001

 本店  青森市大字平新田字池上11-14 017-726-6611

 南支店  青森市筒井一丁目5-10 017-741-7174

 中央支店  青森市大字高田字川瀬192-2 017-739-4121

 後潟支店  青森市大字六枚橋字磯打37 017-754-3504

 平内支店  東津軽郡平内町大字小湊字愛宕7-1 017-755-2211

 営農センター  青森市浪岡大字浪岡字細田42-1 0172-62-4115

 北中野支所  青森市浪岡大字北中野字天王60-2 0172-62-4017

 野沢支所  青森市浪岡大字樽沢字村元335-6 0172-62-4121

 指導課  東津軽郡外ヶ浜町字蟹田111 0174-22-2004

 蓬田支店  東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字汐干52-1 0174-27-3111

 今別支店  東津軽郡今別町大字今別字中沢23-25 0174-35-2003

 平舘支店  東津軽郡外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢3-8 0174-25-2347

 弘前市  りんご農産課  弘前市大字賀田1-1-1 0172-82-1636

 黒石市  農林課 りんご農産係  黒石市大字市ノ町11-1
0172-52-2111
(内線418)

 平川市  農林課  平川市猿賀南田15-1
0172-44-1111
（内線2175）

 藤崎町  農政課  南津軽郡藤崎町西豊田1-1
0172-75-3111
（内線2245）

 大鰐町  農林課  南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
0172-48-2111
（内線434）

 田舎館村  産業課  田舎館村大字田舎舘字中辻123-1
0172-58-2111
（内線142）

 西目屋村  農林建設課  中津軽郡西目屋村大字田代字稲元144 0172-85-2801

 弘前中央地区営農係（藤崎支店内）  南津軽郡藤崎町大字葛野字岡元1-1 0172-75-3320

 弘前西地区営農係（弘前西支店内）  弘前市大字町田字沖田83-1 0172-38-7771

 弘前北地区営農係（弘前北支店内）  弘前市大字青女子字桜苅296 0172-73-2131

 弘前地区営農係（弘前東支店内）  弘前市大字小栗山字長田８ 0172-87-6300

 岩木地区営農係（岩木支店内）  弘前市大字五代字前田306‐1 0172-82-5110

 大鰐地区営農係（大鰐購買センター内）  南津軽郡大鰐町大字大鰐字前田80-1 0172-48-3164

 指導部指導係（旧岩木支店事務所）  弘前市大字五代字早稲田509-1 0172-82-1050

 生産園芸課生産係（前坂りんごセンター内）  弘前市大字独狐字山辺81 0172-95-2285

 相馬村農業協同組合  農業振興課  弘前市大字五所字野沢23-1 0172-84-3215

 津軽みらい農協（旧津軽みなみ農協）  平賀基幹グリーンセンター  平川市小和森上松岡211-1 0172-44-8490

 営農経済本部 営農指導課  黒石市一番町26 0172-52-5112
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 黒石基幹グリーンセンター  黒石市相野159-1 0172-52-4333

 山形グリーンセンター  黒石市大字牡丹平字福民12-4 0172-52-7815

 浅瀬石支店  黒石市大字浅瀬石字村上182-2 0172-52-4171

 六郷支店  黒石市大字赤坂字東池田93-1 0172-52-3373

 津軽みらい農協（旧津軽みなみ農協）  田舎館基幹グリーンセンター  南津軽郡田舎館村大字枝川字舘子145-1 0172-58-3638

 津軽みらい農協（旧津軽尾上農協）  尾上基幹グリーンセンター  平川市猿賀南野1-3 0172-57-2323

 津軽みらい農協（旧常盤村農協）  常盤基幹支店 常盤グリーンセンター  南津軽郡藤崎町大字常盤字一西田11 0172-65-3111

 津軽みらい農協（旧津軽石川農協）  石川支店 石川基幹グリーンセンター  弘前市大字石川字家岸45-3 0172-92-3313

 農業振興課  八戸市内丸1-1-1 0178-43-2111

 南郷区役所農林課  八戸市南郷区市野沢黒坂11-10 0178-82-2111

 農業交流研修センター  八戸市尻内町毛合清水11-3 0178-27-9163

 三戸町  ふるさと農村課  三戸町在府小路町43 0179-20-1111

 五戸町  農林課  五戸町倉石中市字上ミ平19-1 0178-62-2111

 田子町  経済課  田子町田子字天神堂平81 0179-32-3111

 南部町  農林課  南部町平字広場22 0178-76-2111

 階上町  産業建設課  階上町道仏字天当平1-8 0178-88-2111

 新郷村  産業建設課産業グループ  新郷村戸来字風呂前10 0178-78-2111

 中央営農センター  八戸市大字尻内町字中熊ノ沢47-2 0178-27-1090

 南部営農センター  八戸市南郷区大字島守字熊堂20 0178-83-2216

 西部営農センター  南部町大字苫米地字下宿19-4 0178-84-2222

 営農センター  三戸町大字豊川字久保15-1 0179-23-3811

 南部支店  南部町大字大向字小波田24-4 0179-23-3267

 名川支店  南部町大字平字広場25-4 0178-76-2211

 購買部事業所  三戸町大字川守田字雀舘5-6 0179-22-3172

 指導課  五戸町字博労町21-1、4-1 0178-62-6111

 川内支店  五戸町大字切谷内字菖蒲川下平33 0178-68-2211

 東部営農センター熊野林  五戸町字熊野林9-2 0178-62-2747

 倉石支店  五戸町倉石中市字上ミ平69-2 0178-77-2051

 新郷支店  新郷村大字戸来字中野平22-1 0178-78-2211

 農産課  田子町大字田子字七日市15-1 0179-32-4058

 田子にんにく課  田子町大字田子字釜淵平29-1 0179-20-7215

 五所川原市  農林水産課  五所川原市字岩木町12 0173-35-2111

 つがる市  農林水産課  つがる市木造若緑61-1 0173-42-1109

 板柳町  経済課  北津軽郡板柳町大字板柳字土井239-3 0172-73-2111

 鶴田町  産業観光課  北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬200-1 0173-22-2111

 中泊町  農政課  北津軽郡中泊町大字中里字亀山434-1 0173-57-2111

 鰺ヶ沢町  産業振興課  西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町209-2 0173-72-2111

 深浦町  農林課  西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111

 津軽みらい農協（旧黒石市農協）
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 津軽みらい農業協同組合板柳支店  基幹グリーンセンター  北津軽郡板柳町大字福野田字実田92-1 0172-73-2231

 木造町農業協同組合  営農課  つがる市木造森山3-2 0173-42-9153

 ごしょがわら市農業協同組合  りんご野菜課  五所川原市大字野里字奥野100 0173-27-3303

 本店　営農企画課  つがる市稲垣町豊川宮川1-19 0173-69-7171

 深浦統括支店　営農経済課  西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢82-8 0173-84-1001

 つがる白神統括支店　販売指導課  西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字下富田87-1 0173-72-2783

 つがる統括支店　販売指導課  つがる市稲垣町豊川宮川1-18 0173-46-2215

 富萢統括支店　営農経済課  つがる市富萢町藪分21-4 0173-56-3077

 鶴翔統括支店　販売指導課  北津軽郡鶴田町大字鶴田字相原55-42 0173-22-2428

 津軽北部統括支店　販売指導課  五所川原市金木町芦野159-1 0173-53-2128

 十和田市  農林課  十和田市西十二番町6-1
0176-23-5111
(内線314)

 三沢市  農政水産課  三沢市桜町一丁目1番38号
0176-53-5111
(内線268)

 野辺地町  産業観光振興課  野辺地町字野辺地123-1
0175-64-2111
(内線278)

 七戸町  農林課  七戸町字森ノ上131番地4
0176-68-2111
(内線274)

 六戸町  産業課  六戸町大字犬落瀬字前谷地60
0176-55-3111
（内線154)

 横浜町  産業建設課  横浜町字寺下35
0175-78-2111
(内線361)

 東北町  農林水産課  東北町字塔ノ沢山1-94
0175-63-2111
(内線622)

 六ヶ所村  農林水産課  六ヶ所村大字尾駮字野附475
0175-72-2111
(内線325)

 おいらせ町  農林水産課  おいらせ町上明堂60-6
0178-56-2111
(内線370)

 農林畜産課  むつ市金谷1丁目1番1号 0175-22-1111

 川内庁舎産業振興課  むつ市川内町川内477番地 0175-42-2111

 大畑庁舎産業振興課  むつ市大畑町中島108番地5 0175-34-2111

 脇野沢庁舎産業振興課  むつ市脇野沢渡向107番地1 0175-44-2111

 大間町  産業振興課  大間町大字大間字大間104番地 0175-37-2111

 東通村  つくり育てる農林水産課  東通村大字砂子又字沢内5番地34 0175-27-2111

 風間浦村  産業建設課  風間浦村大字易国間字大川目28-5 0175-35-2111

 佐井村  産業建設課  佐井村大字佐井字糠森20 0175-38-2111

 営農センター  むつ市横迎町1丁目11-35 0175-22-1315

 グリーンセンター  むつ市横迎町1丁目11-35 0175-22-1315

 脇野沢支所  むつ市脇野沢渡向315 0175-44-2011

 川内支所  むつ市川内町川内176 0175-42-3111
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