平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月 ４ 日
独立行政法人農林漁業信用基金

平成３０年台風第２４号による被害に伴う相談窓口の
設置について

平成３０年台風第２４号により被害を受けられた皆様に対し、心からお見舞い申し
上げます。
当基金では、本件により被害を受けられた農林漁業者等の皆様を対象に、必要とす
る資金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等のご相談・ご照会の窓口を以下のとおり
設けました。当基金又は最寄りの信用基金協会まで、お気軽にご連絡ください。

１．農業者等の方からのご相談・ご照会は、当基金又は最寄りの農業信用基金協会ま
で
連絡先 独立行政法人農林漁業信用基金 農業管理室調査企画課
担当：菅野（かんの）、加藤
電 話 ０３－３２９４－４４８３
ＦＡＸ ０３－３２９４－３１５１
農業信用基金協会の連絡先は、別紙１のとおりです。

２．林業者・木材産業者の方からのご相談・ご照会は、当基金まで
連絡先 独立行政法人農林漁業信用基金 林業部保証課
担当：鈴木（弘）、本間
電 話 ０３－３２９４－５５８５、５５８６
ＦＡＸ ０３－３２９４－５５９５

３．漁業者・水産加工業者の方からのご相談・ご照会は、当基金又は最寄りの漁業信
用基金協会まで
連絡先 独立行政法人農林漁業信用基金 漁業管理・融資室業務推進課
担当：大部（おおぶ）
電 話 ０３－３２９４－５４７１
ＦＡＸ ０３－３２９４－５４７５
漁業信用基金協会の連絡先は、別紙２のとおりです。

別紙１
農業信用基金協会 一覧
住所

名称

電話番号

北海道農業信用基金協会

〒060-0004

札幌市中央区北四条西1丁目1番地 北農ビル14階

011-232-6085

青森県農業信用基金協会

〒030-0847

青森市東大野2丁目1番地15

017-762-2751

岩手県農業信用基金協会

〒020-0022

盛岡市大通1丁目2番1号 岩手県産業会館2階

019-626-8564

宮城県農業信用基金協会

〒980-0011

仙台市青葉区上杉1丁目2番16号 ＪＡビル宮城6階

022-264-8661

秋田県農業信用基金協会

〒010-0976

秋田市八橋南2丁目10番16号

018-864-2394

山形県農業信用基金協会

〒990-0042

山形市七日町3丁目1番16号 山形県ＪＡビル6階

023-634-8272

福島県農業信用基金協会

〒960-0231

福島市飯坂町平野字三枚長1番地1

024-554-3225

茨城県農業信用基金協会

〒310-0022

水戸市梅香1丁目1番4号

029-232-2290

栃木県農業信用基金協会

〒321-0905

宇都宮市平出工業団地9番地25 栃木県JAビル7階

028-616-8888

群馬県農業信用基金協会

〒379-2147

前橋市亀里町1310番地 JAビル６階

027-220-2167

埼玉県農業信用基金協会

〒330-0063

さいたま市浦和区高砂3丁目12番9号

048-829-3455

千葉県農業信用基金協会

〒260-0031

千葉市中央区新千葉3丁目2番6号

043-245-7470

東京都農業信用基金協会

〒190-0023

立川市柴崎町3丁目5番24号 ＪＡ東京第2ビル4階

042-528-1364

神奈川県農業信用基金協会

〒243-0013

厚木市泉町3番13号 厚木駅前農協会館5階

046-226-5191

山梨県農業信用基金協会

〒400-8530

甲府市飯田1丁目1番20号

055-223-3601

長野県農業信用基金協会

〒380-0826

長野市大字南長野北石堂町1177番地3 ＪＡ長野県ビル10階

026-236-2412

新潟県農業信用基金協会

〒951-8116

新潟市中央区東中通1番町189番地3 ＪＡ新潟ビル7階

025-230-2411

富山県農業信用基金協会

〒930-0006

富山市新総曲輪2番21号

076-445-2322

石川県農業信用基金協会

〒920-0383

金沢市古府1丁目220番地

076-240-5584

福井県農業信用基金協会

〒910-0005

福井市大手3丁目2番18号

0776-27-8295

岐阜県農業信用基金協会

〒500-8367

岐阜市宇佐南4丁目13番1号

058-276-5253

静岡県農業信用基金協会

〒422-8691

静岡市駿河区南町14番25号 エスパティオ4階

054-284-9872

愛知県農業信用基金協会

〒465-8502

名古屋市名東区社口2丁目301番地

052-715-5177

三重県農業信用基金協会

〒514-0006

津市広明町122番地の1

059-229-9211

滋賀県農業信用基金協会

〒520-0807

大津市松本1丁目2番20号 滋賀県農業教育情報センター5階

077-521-1722

京都府農業信用基金協会

〒621-0052

亀岡市千代川町千原一丁目5番20号

075-681-4525

大阪府農業信用基金協会

〒541-0043

大阪市中央区高麗橋3丁目3番7号

06-6204-3626

兵庫県農業信用基金協会

〒650-0024

神戸市中央区海岸通1番地 兵庫県農業会館4階

078-333-5855

奈良県農業信用基金協会

〒630-8131

奈良市大森町57番地の3 奈良県農協会館内

0742-27-4180

和歌山県農業信用基金協会

〒640-8331

和歌山市美園町5丁目1番地の１ 和歌山県ＪＡビル4階

073-488-5681

鳥取県農業信用基金協会

〒680-0833

鳥取市末広温泉町723番地

0857-23-0154

島根県農業信用基金協会

〒690-0887

松江市殿町19番地1

0852-31-3628

岡山県農業信用基金協会

〒700-0826

岡山市北区磨屋町9番18の401号

086-232-2382

広島県農業信用基金協会

〒730-0051

広島市中区大手町4丁目7番3号

082-247-4257

山口県農業信用基金協会

〒754-0002

山口市小郡下郷2139番地

083-973-3290

徳島県農業信用基金協会

〒770-0011

徳島市北佐古一番町5番12号

088-634-2653

香川県農業信用基金協会

〒760-0023

高松市寿町1丁目1番12号

087-825-0281

愛媛県農業信用基金協会

〒790-8555

松山市南堀端町2番地3

089-948-5677

高知県農業信用基金協会

〒780-8511

高知市北御座2番27号

088-802-8045

福岡県農業信用基金協会

〒810-0001

福岡市中央区天神4丁目10番12号 ＪＡ福岡県会館5階

092-711-3840

佐賀県農業信用基金協会

〒840-0803

佐賀市栄町2番1号

0952-25-5301

長崎県農業信用基金協会

〒850-0862

長崎市出島町1番20号

095-820-2081

熊本県農業信用基金協会

〒860-0842

熊本市中央区南千反畑町2番3号 JA熊本県会館9階

096-328-1270

大分県農業信用基金協会

〒870-0044

大分市舞鶴町1丁目4番15号 農業会館5階

097-538-6456

宮崎県農業信用基金協会

〒880-0032

宮崎市霧島1丁目1番地1 ＪＡビル2階

0985-31-2241

鹿児島県農業信用基金協会

〒890-0064

鹿児島市鴨池新町15番地 ＪＡ鹿児島県会館7階

099-258-5635

沖縄県農業信用基金協会

〒900-0025

那覇市壺川2丁目9番地1 ＪＡ会館3階

098-831-5321

別紙２
漁業信用基金協会 一覧
住所

名称

電話番号

青森県漁業信用基金協会

〒 030-0803 青森市安方１－１－３２

宮城県漁業信用基金協会

〒 980-0014 仙台市青葉区本町３－６－１６

山形県漁業信用基金協会

〒 998-0036 酒田市船場町２－２－１

(0234) 24-2604

茨城県漁業信用基金協会

〒 310-0011 水戸市三の丸１－１－３３

(029) 226-0717

千葉県漁業信用基金協会

〒 260-0021 千葉市中央区新宿２－３－８

東京都漁業信用基金協会

〒 108-0075 港区港南４－７－８

新潟県漁業信用基金協会

〒 950-0078 新潟市中央区万代島２－１

富山県漁業信用基金協会

〒 930-0096 富山市舟橋北町４－１９

石川県漁業信用基金協会

〒 920-0022 金沢市北安江３－１－３８

(076) 234-8827

福井県漁業信用基金協会

〒 910-0005 福井市大手２－８－１０

(0776) 22-6279

鳥取県漁業信用基金協会

〒 680-8570 鳥取市東町１－２７１

(0857) 26-8392

島根県漁業信用基金協会

〒 690-0007 松江市御手船場町５７５

(0852) 21-0006

山口県漁業信用基金協会

〒 750-0067 下関市大和町１―２－８

香川県漁業信用基金協会

〒 760-0031 高松市北浜町９－１２

愛媛県漁業信用基金協会

〒 790-0002 松山市二番町４―６－２

高知県漁業信用基金協会

〒 780-0870 高知市本町１－６－２１

佐賀県漁業信用基金協会

〒 840-0034 佐賀市西与賀町大字厘外８２１－２

(0952) 23-7823

長崎県漁業信用基金協会

〒 850-0035 長崎市元船町１７－１

(095) 823-8171

熊本県漁業信用基金協会

〒 861-5274 熊本市西区新港１－４－１５

(096) 329-9400

大分県漁業信用基金協会

〒 870-0021 大分市府内町３－５－７

(097) 532-3496

鹿児島県漁業信用基金協会

〒 890-8540 鹿児島市鴨池新町１１－１

(099) 253-8815

全国漁業信用基金協会

〒 110-0015 台東区東上野３－２１－６ 鈴やビル３階

(03) 5846-8441

北海道支所

〒 060-0003 札幌市中央区北３条西７－１

(011) 281-2816

岩手支所

〒 020-0023 盛岡市内丸１６－１

秋田支所

〒 010-0951 秋田市山王３－８－１５

福島支所

〒 970-8044 いわき市中央台飯野４－３－１

神奈川支所

〒 236-0051 横浜市金沢区富岡東２－１－２２

静岡支所

〒 420-0853 静岡市葵区追手町９－１８

(054) 251-0717

愛知支所

〒 460-0002 名古屋市中区丸の内３－４－３１ 愛知県水産会館４階

(052) 950-2737

三重支所

〒 514-0006 津市広明町３２３－１

(059) 226-6441

滋賀支所

〒 520-0044 大津市京町４－１－１

京都支所

〒 624-0914 舞鶴市字下安久無番地

大阪支所

〒 559-8555 大阪市住之江区南港北１－１４－１６ 漁業振興基金内

(06) 6613-1101

兵庫支所

〒 673-0883 明石市中崎１－２－３

(078) 919-1314

和歌山支所

〒 640-8241 和歌山市雑賀屋町東ノ丁３０

岡山支所

〒 700-0824 岡山市北区内山下２－１１－１８

(086) 234-2711

広島支所

〒 730-0051 広島市中区大手町２－９－６

(082) 247-1989

徳島支所

〒 770-0873 徳島市東沖洲２－１３

福岡支所

〒 810-0073 福岡市中央区舞鶴２－４－１９

(092) 781-4981

宮崎支所

〒 880-0858 宮崎市港２－６

(0985) 29-1313

沖縄支所

【支所】

水産ビル

(017) 723-2714

漁信基ビル

水産会館

都漁連水産会館
水産会館
富山県森林水産会館

山口県貿易ビル４階

(022) 221-5326

(043) 241-5510
(03) 3458-2431
(025) 245-0814
(076) 441-6127

(083) 261-1237
(087) 851-5424
(089) 933-5126

水産会館
長崎県大波止ビル２階

第二水産ビル５階

水産会館

(088) 873-7693

(019) 623-5281
(018) 823-7362
(0246) 29-4433
県漁連ビル

水産会館
滋賀県庁水産課内

(045) 778-5070

(077) 528-3871
(0773) 77-2238

兵庫県水産会館
水産会館
水産会館５階

徳島県水産会館

(073) 432-4800

(088) 636-0535

〒 900-0016 那覇市前島３－２５－３９ 水産会館３階

(098) 860-2633

全国遠洋沖合漁業信用基金協会

〒 135-0034 江東区永代２－３１－１

(03) 5646-2658

一般社団法人漁業信用基金中央会

〒 110-0015 台東区東上野６－１－１

いちご永代ビル８階
高長ビル５階

(03) 6380-3251

