
苦情申し出受付担当部署

北海道 札幌市農業協同組合 共済部事務課 011-621-1313

道央農業協同組合 金融共済事業本部推進保全課 0123-36-0602

石狩市農業協同組合 金融共済部金融共済課 0133-64-2205

北石狩農業協同組合 金融共済部共済課 0133-23-2530

新篠津村農業協同組合 金融共済部金融共済課 0126-57-2311

サツラク農業協同組合 総務部共済課 011-721-7306

いわみざわ農業協同組合 金融共済部共済課 0126-25-2215

南幌町農業協同組合 金融部共済課 011-378-0841

美唄市農業協同組合 信用部共済推進課 0126-63-2164

峰延農業協同組合 金融課 0126-67-2113

新砂川農業協同組合 金融共済部共済課 0125-54-3181

たきかわ農業協同組合 金融共済部推進課 0125-22-3401

ながぬま農業協同組合 金融部共済課 0123-88-2225

そらち南農業協同組合 金融部共済課 0123-72-1406

月形町農業協同組合 金融部金融課 0126-53-3421

ピンネ農業協同組合 金融部共済課 0125-76-2221

北いぶき農業協同組合 共済事業部共済課 0164-33-2014

きたそらち農業協同組合 金融共済部共済課 0164-22-6619

夕張市農業協同組合 金融共済課 0123-57-3113

たいせつ農業協同組合 金融部共済課 0166-57-2311

東旭川農業協同組合 金融共済課 0166-36-2111

あさひかわ農業協同組合 金融共済部共済課 0166-31-0111

東神楽農業協同組合 金融部共済課 0166-83-2323

当麻農業協同組合 金融部金融共済課 0166-84-2124

比布町農業協同組合 金融共済課 0166-85-3112

上川中央農業協同組合 金融部金融共済課 01658-6-5312

東川町農業協同組合 金融共済部共済課 0166-82-5011

美瑛町農業協同組合 共済部共済課 0166-68-7017

ふらの農業協同組合 金融共済部共済課 0167-22-0931

北ひびき農業協同組合 金融部共済課 0165-23-2169

道北なよろ農業協同組合 金融共済部共済課 01655-3-2521

北はるか農業協同組合 金融部金融共済課 01656-2-1062

ようてい農業協同組合 金融共済事業本部共済課 0136-21-2522

きょうわ農業協同組合 共済課 0135-73-2121

新おたる農業協同組合 本所管理部管理課 0135-32-2428

余市町農業協同組合 金融部金融共済課 0135-23-3121

函館市亀田農業協同組合 金融共済部共済課 0138-46-9033

新函館農業協同組合 信用共済部共済課 0138-77-5556

今金町農業協同組合 金融部共済課 0137-82-0211

北檜山町農業協同組合 管理部共済課 0137-84-5935

とうや湖農業協同組合 本所信用部 0142-82-5321

伊達市農業協同組合 信用部金融共済課 0142-23-2181

とまこまい広域農業協同組合 金融共済部共済課 0145-27-2241

鵡川農業協同組合 金融部共済課 0145-42-2611

びらとり農業協同組合 金融部共済課 0145-72-2211

門別町農業協同組合 金融部共済課 0145-62-5111

新冠町農業協同組合 共済課 0146-49-0094

しずない農業協同組合 金融部共済課 0146-42-1053

みついし農業協同組合 金融部貯金共済課 0146-34-2011

ひだか東農業協同組合 金融共済部共済課 0146-22-1500

帯広市川西農業協同組合 共済部共済課 0155-59-2111

帯広大正農業協同組合 信用部共済課 0155-64-4596

中札内村農業協同組合 信用部貯金共済課 0155-67-2211

県名 ＪＡ名 担当部署 電話番号



県名 ＪＡ名 担当部署 電話番号

北海道 更別村農業協同組合 総務部共済課 0155-52-2969

忠類農業協同組合 金融部金融共済課 01558-8-2311

大樹町農業協同組合 信用共済部共済課 01558-6-3131

広尾町農業協同組合 金融部金融共済課 01558-5-2121

芽室町農業協同組合 管理部共済課 0155-62-4234

十勝清水町農業協同組合 金融部共済課 0156-62-2602

新得町農業協同組合 信用部貯金共済課 0156-64-5710

鹿追町農業協同組合 信用部貯金共済課 0156-66-2132

木野農業協同組合 金融部共済課 0155-31-2143

音更町農業協同組合 金融部共済課 0155-42-8727

士幌町農業協同組合 信用部共済課 01564-5-5708

上士幌町農業協同組合 信用部貯金共済課 01564-2-2131

札内農業協同組合 金融部共済課 0155-56-2133

幕別町農業協同組合 総務部信用共済課 0155-54-4199

豊頃町農業協同組合 総務部管理課共済係 015-574-2101

浦幌町農業協同組合 信用部共済課 015-576-4101

十勝池田町農業協同組合 信用部共済課 015-572-3136

本別町農業協同組合 金融部共済課 0156-22-3115

足寄町農業協同組合 金融部共済課 0156-25-8055

陸別町農業協同組合 貯金共済課 0156-27-3111

浜中町農業協同組合 共済課 0153‐65-2123

釧路太田農業協同組合 金融課共済係 0153-52-7151

標茶町農業協同組合 金融部共済課 015-485-2101

摩周湖農業協同組合 金融共済課 015-482-1547

阿寒農業協同組合 金融共済課 0154-66-3211

釧路丹頂農業協同組合 金融共済部共済課 0154-64-5477

中標津町農業協同組合 信用部共済課 0153-72-3277

計根別農業協同組合 金融共済部共済課 0153-78-2111

標津町農業協同組合 金融共済部金融共済課 0153-85-2121

道東あさひ農業協同組合 金融共済部共済課 0153-75-2208

中春別農業協同組合 金融共済部金融共済課 0153-76-2314

北オホーツク農業協同組合 信用部金融共済課 0158-82-2101

オホーツクはまなす農業協同組合 総務部金融共済課 0158-23-3135

佐呂間町農業協同組合 金融部 01587-2-3342

湧別町農業協同組合 金融共済課 01586‐5‐2122

えんゆう農業協同組合 共済課 01586-2-4121

きたみらい農業協同組合 金融共済部共済課 0157-32-8784

津別町農業協同組合 金融部金融共済課 0152-76-3322

美幌町農業協同組合 金融部共済課 0152-72-1113

女満別町農業協同組合 金融部共済課 0152-74-2131

常呂町農業協同組合 管理部金融共済課 0152-54-3309

オホーツク網走農業協同組合 金融部共済課 0152-45-5516

小清水町農業協同組合 金融部共済課 0152-62-2113

しれとこ斜里農業協同組合 金融部共済課 0152-23-3153

清里町農業協同組合 金融部共済課 0152-25-2355

北宗谷農業協同組合 金融共済部金融共済課 0162-82-2112

稚内農業協同組合 金融部共済課 0162-32-8710

東宗谷農業協同組合 金融共済部共済課 01634-2-3366

宗谷南農業協同組合 金融共済部共済課 0163-62-4100

るもい農業協同組合 金融共済部共済課 0164-62-1388

幌延町農業協同組合 金融共済部 01632-5-1211
青森県 青森農業協同組合 共済部共済事務課 017-763-2014

つがる弘前農業協同組合 共済部共済課 0172-28-1120

相馬村農業協同組合 金融共済部金融共済課 0172-84-3215

津軽みらい農業協同組合 共済部共済事務課 0172-44-8982

つがるにしきた農業協同組合 共済部共済事務課 0173-23-5082



県名 ＪＡ名 担当部署 電話番号

青森県 ごしょつがる農業協同組合 共済課 0173-27-3302

ゆうき青森農業協同組合 共済課 0175-72-1416

十和田おいらせ農業協同組合 共済部共済事務課 0176-23-0317

おいらせ農業協同組合 金融部共済課 0176-54-3235

八戸農業協同組合 共済部共済課 0178-70-7713
岩手県 新岩手農業協同組合 共済部保全事務課 019-699-3340

岩手中央農業協同組合 共済部事務課 019-673-7463

花巻農業協同組合 共済部保全事務課 0198-22-6162

岩手ふるさと農業協同組合 リスク管理室 0197-41-5219

岩手江刺農業協同組合 共済部事務査定課 0197-35-0306

いわて平泉農業協同組合 リスク管理室 リスク管理課 0191-23-2037

大船渡市農業協同組合 共済部共済課 0192-26-5213
宮城県 仙台農業協同組合 共済部　共済業務課 022-236-2421

みやぎ仙南農業協同組合 共済部共済課 0224-55-1114

みやぎ亘理農業協同組合 共済部共済保全課 0223-34-0377

岩沼市農業協同組合 共済部 0223-22-1257

名取岩沼農業協同組合 共済部保全課 022-384-5113

加美よつば農業協同組合 金融共済部共済課 0229-66-1178

古川農業協同組合 金融共済部共済保全課 0229-23-6517

新みやぎ農業協同組合 共済部共済業務課 0228-25-9012

みやぎ登米農業協同組合 共済部　共済業務課 0220-22-8113

いしのまき農業協同組合 共済部保全課 0225-22-1116
秋田県 かづの農業協同組合 金融共済部共済課 0186-22-2004

あきた北農業協同組合 共済部 0186-42-8111

秋田たかのす農業協同組合 金融共済部共済課 0186-62-2973

あきた白神農業協同組合 金融共済部共済課 0185-74-8442

秋田やまもと農業協同組合 信用共済部共済課 0185-87-4601

あきた湖東農業協同組合 金融共済部共済課 018-855-4510

秋田なまはげ農業協同組合 金融共済部共済課 018-832-6639

大潟村農業協同組合 共済課 0185-45-3017

秋田しんせい農業協同組合 信用共済部共済課 0184-27-1667

秋田おばこ農業協同組合 金融共済部共済課 0187-42-8095

秋田ふるさと農業協同組合 金融共済部共済課 0182-35-2661

こまち農業協同組合 金融共済部共済課 0183-78-2226

うご農業協同組合 共済課 0183-62-5830
山形県 山形市農業協同組合 金融部共済課 023-623-0583

山形農業協同組合 金融共済部共済業務課 023-624-8558

天童市農業協同組合 共済部共済保全課 023-653-5112

さがえ西村山農業協同組合 共済部保全課 0237-86-8190

みちのく村山農業協同組合 信用共済部　共済保全課 0237-55-6310

東根市農業協同組合 金融部共済課 0237-43-1114

新庄市農業協同組合 信用共済部 0233-22-3502

もがみ中央農業協同組合 共済部　共済課 0233-32-1513

金山農業協同組合 信用共済部共済課 0233-52-2011

山形おきたま農業協同組合 共済部業務課 0238-37-9720

庄内たがわ農業協同組合 共済部保全課 0235-64-2210

鶴岡市農業協同組合 金融部共済課 0235-23-5092

余目町農業協同組合 信用共済部共済係 0234-45-1502

庄内みどり農業協同組合 共済部保全課 0234-26-5550

酒田市袖浦農業協同組合 信用共済部共済係 0234-92-4750
福島県 ふくしま未来農業協同組合 共済部　普及企画課 024-563-7096

福島さくら農業協同組合 共済部　共済事務課 024-921-0758

夢みなみ農業協同組合 共済部　共済保全審査課 0248-72-5207

東西しらかわ農業協同組合 金融共済部　事務課 0247-57-5926

会津よつば農業協同組合 共済部　共済事務課 0242-85-8676
茨城県 水戸農業協同組合 共済部業務保全課 029-254-5117



県名 ＪＡ名 担当部署 電話番号

茨城県 やさと農業協同組合 金融部共済課 0299-43-1101

常陸農業協同組合 金融共済部共済事務課 0294-72-9133

日立市多賀農業協同組合 金融共済部共済課 0294-33-0048

茨城旭村農業協同組合 共済課 0291-37-0111

ほこた農業協同組合 共済課 0291-34-1232

なめがたしおさい農業協同組合 金融共済部共済課 0299-93-5511

茨城みなみ農業協同組合 共済部共済課 0297-63-2208

稲敷農業協同組合 金融共済部共済保全課 029-892-6648

水郷つくば農業協同組合 金融共済部共済課 029-886-8123

つくば市農業協同組合 共済部普及保全課 029-857-3113

新ひたち野農業協同組合 金融共済部共済課 0299-56-5800

つくば市谷田部農業協同組合 金融共済部共済課 029-836-0351

北つくば農業協同組合 共済部普及保全課 0296-25-6601

常総ひかり農業協同組合 共済部普及保全課 0296-30-1215

茨城むつみ農業協同組合 共済部共済課 0280-87-5172

岩井農業協同組合 金融部共済課 0297-39-2903
栃木県 塩野谷農業協同組合 企画管理部リスク管理課 028-681-7555

那須野農業協同組合 事業統括部リスク管理課 0287-62-5510

那須南農業協同組合 リスク管理室 0287-96-6150

宇都宮農業協同組合 総合企画室リスク統括課 028-625-3381

上都賀農業協同組合 信用共済部共済業務課 0289-65-1018

はが野農業協同組合 共済部業務 0285-83-8901

下野農業協同組合 企画総務部リスク統括課 0282-20-8838

小山農業協同組合 企画管理部リスク統括課 0285-25-3710

佐野農業協同組合 金融共済部共済課 0283-24-0907

足利市農業協同組合 リスク管理室 0284-41-7152
群馬県 赤城橘農業協同組合 金融共済部共済課 0279-56-4153

前橋市農業協同組合 共済部企画保全課 027-261-3019

佐波伊勢崎農業協同組合 共済事業部普及契約課 0270-20-1236

高崎市農業協同組合 金融共済部共済課 027-352-5284

はぐくみ農業協同組合 金融共済部共済課 027-344-1332

多野藤岡農業協同組合 金融共済部共済課 0274-23-4456

甘楽富岡農業協同組合 金融共済部共済課 0274-64-4566

碓氷安中農業協同組合 金融共済課 027-345-5011

北群渋川農業協同組合 金融共済部共済保全課 0279-23-3315

あがつま農業協同組合 金融共済部普及保全課 0279-68-5611

嬬恋村農業協同組合 金融共済部共済課 0279-80-6102

利根沼田農業協同組合 金融共済部共済企画課 0278-30-2050

新田みどり農業協同組合 共済部 0277-30-8712

太田市農業協同組合 金融共済部共済課 0276-32-8212

邑楽館林農業協同組合 共済部保全契約課 0276-74-5143
埼玉県 いるま野農業協同組合 共済課 049-227-6291

埼玉岡部農業協同組合 金融・共済課 048-585-2221

花園農業協同組合 共済課 048-584-2166 

さいたま農業協同組合 共済部共済業務課 048-666-1424

越谷市農業協同組合 金融共済部共済課 048-962-3149

あさか野農業協同組合 金融共済部共済課 048-451-1122

埼玉中央農業協同組合 共済部共済課 0493-59-6088

ちちぶ農業協同組合 共済部普及管理課 0494-22-4978

埼玉ひびきの農業協同組合 信用共済部普及保全課 0495-24-7714

くまがや農業協同組合 共済部共済保全課 048-524-8723

ほくさい農業協同組合 金融共済部共済課 048-561-5000

南彩農業協同組合 金融共済部共済課 048-720-8057

埼玉みずほ農業協同組合 金融共済部保全課 0480-44-2163

さいかつ農業協同組合 金融共済部共済課 048-996-2105

ふかや農業協同組合 共済部共済保全課 048-574-1158



県名 ＪＡ名 担当部署 電話番号

千葉県 安房農業協同組合 共済部査定保全課 0470-24-9113

いすみ農業協同組合 共済部保全課 0470-86-3716

木更津市農業協同組合 共済部保全業務課 0438-25-8703

君津市農業協同組合 共済部保全課 0439-70-1129

長生農業協同組合 共済部保全査定課 0475-24-5113

山武郡市農業協同組合 共済部事務保全課 0475-82-5861

市原市農業協同組合 共済部保全課 0436-36-6611

千葉みらい農業協同組合 共済部普及課 043-203-0160

八千代市農業協同組合 金融部共済課 047-459-8120

市川市農業協同組合 共済部共済課 047-339-1114

とうかつ中央農業協同組合 共済部業務課 047-361-2203

ちば東葛農業協同組合 共済部 04-7140-2206

成田市農業協同組合 共済部共済課 0476-22-6713

富里市農業協同組合 金融部共済課 0476-93-2112

西印旛農業協同組合 共済部保全査定課 0476-48-2202

かとり農業協同組合 共済部保全課 0478-70-7790

ちばみどり農業協同組合 共済部普及課 0479-62-4848
東京都 西多摩農業協同組合 金融共済部共済課 042-554-7100

秋川農業協同組合 業務部管理課 042-559-5111

西東京農業協同組合 金融共済部共済課 0428-21-2122

八王子市農業協同組合 金融業務推進部共済課 042-673-5771

町田市農業協同組合 金融部共済課 042-850-9211

東京南農業協同組合 金融共済部管理課 042-594-1011

マインズ農業協同組合 金融共済部共済課 042-334-6312

東京みどり農業協同組合 信用共済部共済課 042-535-1063

東京みらい農業協同組合 金融共済部共済課 042-477-0036

東京むさし農業協同組合 本店金融共済部共済課 042-388-8865

東京スマイル農業協同組合 共済部 03-5680-8944

東京あおば農業協同組合 共済部共済課 03-5372-1315

東京中央農業協同組合 信用共済部共済課 03-3308-3205

世田谷目黒農業協同組合 金融部共済課 03-3428-8111

八丈島農業協同組合 金融共済部 04996-2-1251
神奈川県 横浜農業協同組合 総合リスク管理部コンプライアンス課 0120-62-9311

セレサ川崎農業協同組合 総合リスク管理室 044-877-2186

よこすか葉山農業協同組合 リスク対策室 046-838-5027

三浦市農業協同組合 管理部 046-888-3145

さがみ農業協同組合 統合リスク管理室コンプライアンス課 0120-43-4401

湘南農業協同組合 企画管理部  リスク管理課 0120-017-511

秦野市農業協同組合 管理部総合リスク管理課 0463-81-7712

厚木市農業協同組合 リスク管理部コンプライアンス課 046-221-7292

県央愛川農業協同組合 総務部リスク管理課 046-286-2111

かながわ西湘農業協同組合 総合リスク管理室 0465-47-7136

相模原市農業協同組合 管理部リスク管理課 042-755-8723

神奈川つくい農業協同組合 総務部リスク管理課 042-784-9014
山梨県 クレイン農業協同組合 共済部事務保全課（自動車事故専用） 0554-20-8819

共済部普及企画課共済部事務保全課 0554-20-8811

フルーツ山梨農業協同組合 共済部事務課 0553-32-6513

笛吹農業協同組合 共済部事務保全課 055-265-1606

北富士農業協同組合 営業推進課 0555-72-1439

鳴沢村農業協同組合 企画管理課 0555-85-2470

山梨みらい農業協同組合 共済部長期共済課 055-223-9651

南アルプス市農業協同組合 共済部共済事務課 055-283-7119

梨北農業協同組合 共済部事務課 0551-23-4571
長野県 長野八ヶ岳農業協同組合 金融共済部業務査定課 0267-91-1112

佐久浅間農業協同組合 共済部業務課 0267-67-7534

信州うえだ農業協同組合 金融共済部　保全課 0268-25-7770



県名 ＪＡ名 担当部署 電話番号

長野県 信州諏訪農業協同組合 共済部業務課 0266-73-8825

上伊那農業協同組合 共済部企画普及課 0265-72-7311

みなみ信州農業協同組合 金融共済部金融共済企画課 0265-56-2305

木曽農業協同組合 金融共済部　共済課 0264-22-2128

松本ハイランド農業協同組合 リスク統括部リスク管理課 0120-22-3308

洗馬農業協同組合 金融部　信用共済課 0263-53-5123

あづみ農業協同組合 金融共済事業部共済課 0263-73-7777

大北農業協同組合 共済部業務課 0261-22-1815

グリーン長野農業協同組合 各支所・共済部業務課 026-292-0278

中野市農業協同組合 金融共済部共済課 0269-23-3950

ながの農業協同組合 共済部保全課 026-219-2505

ちくま埴生支所共済課 026-272-2323

須坂支所共済課 026-248-0880

志賀高原支所共済課 0269-33-3209

長野平支所共済課 026-296-2722

吉田支所共済課 026-241-4964

芹田支所共済課 026-226-6804

飯山支所共済課 0269-62-3121
新潟県 えちご上越農業協同組合 金融共済部共済課 025-527-2022

ひすい農業協同組合 金融共済部共済課 025-552-2446

越後さんとう農業協同組合 金融共済部共済課 0258-41-2885

越後ながおか農業協同組合 金融共済部共済業務課 0258-35-1309

にいがた南蒲農業協同組合 金融共済部共済課 0256-46-8427

柏崎農業協同組合 金融共済部共済課 0257-21-7513

越後おぢや農業協同組合 金融共済部共済課 0258-83-3423

北魚沼農業協同組合 金融共済部共済課 025-793-1722

みなみ魚沼農業協同組合 金融共済部共済課 025-772-3460

十日町農業協同組合 共済部共済課 025-757-1582

津南町農業協同組合 金融部共済課 025-765-3122

新潟市農業協同組合 金融共済部共済課 025-270-2230

かみはやし農業協同組合 金融共済部 0254-66-8210

にいがた岩船農業協同組合 金融共済部共済課 0254-52-0513

北越後農業協同組合 共済部共済センター 0254-26-3522

胎内市農業協同組合 金融共済部共済課 0254-43-7402

新潟かがやき農業協同組合 共済部共済業務課 0256-70-1510

佐渡農業協同組合 金融事業部共済課 0259-27-5187

羽茂農業協同組合 金融課 0259-88-3132
富山県 みな穂農業協同組合 金融共済部共済課 0765-72-1299

黒部市農業協同組合 金融共済部共済課 0765-54-0524

魚津市農業協同組合 金融部共済課 0765-24-9918

アルプス農業協同組合 金融共済部共済課 076-472-5488

あおば農業協同組合 金融共済部共済課 076-454-3177

富山市農業協同組合 金融共済部共済課 076-429-7555

なのはな農業協同組合 金融共済部共済課 076-438-2215

山田村農業協同組合 金融共済課 076-457-2211

いみず野農業協同組合 金融共済部共済業務課 0766-52-7343

高岡市農業協同組合 共済部共済保全課 0766-26-7425

氷見市農業協同組合 金融共済部共済保全課 0766-74-8851

となみ野農業協同組合 金融共済部共済保全課 0763-32-8615

なんと農業協同組合 金融共済部共済業務センター 0763-62-4128

いなば農業協同組合 金融共済部共済課 0766-67-8101

福光農業協同組合 金融共済部共済課 0763-52-1332
石川県 加賀農業協同組合 金融共済部共済課 0761-73-5308

小松市農業協同組合 金融共済部共済課 0761-23-4064

根上農業協同組合 信用部共済課 0761-55-1101

能美農業協同組合 共済部共済業務課 0761-57-3508



県名 ＪＡ名 担当部署 電話番号

石川県 白山農業協同組合 金融共済部共済課 076-272-3017

松任市農業協同組合 金融共済部共済課 076-274-1463

野々市農業協同組合 金融共済部共済業務課 076-248-8953

金沢中央農業協同組合 共済部共済課 076-291-5944

金沢市農業協同組合 金融共済部共済課 076-237-3933

石川かほく農業協同組合 金融共済部共済課 076-288-3914

はくい農業協同組合 金融共済部共済課 0767-26-3535

志賀農業協同組合 金融共済部共済課 0767-32-1184

能登わかば農業協同組合 金融共済部共済課 0767-53-8504

おおぞら農業協同組合 共済部業務課 0768-52-3809

内浦町農業協同組合 金融共済課 0768-72-1238

珠洲市農業協同組合 共済課 0768-82-7502
福井県 福井県農業協同組合 共済部　事務総括課 0776-50-7616

越前たけふ農業協同組合 金融部共済課 0778-21-2605
岐阜県 ぎふ農業協同組合 お客様相談室 058-265-7020

西美濃農業協同組合 金融管理部共済保全課 0584-73-8136

いび川農業協同組合 お客様相談窓口 0120-236-088

めぐみの農業協同組合 お客様相談室 0120-783-920

陶都信用農業協同組合 共済部 0572-21-2171

東美濃農業協同組合 業務部共済業務課 0573-78-0126

飛騨農業協同組合 経営企画部内部統制推進課 0577-36-3020
静岡県 富士伊豆農業協同組合 共済部　共済保全課 055-933-7005

清水農業協同組合 共済部共済保全課 054-367-3208

静岡市農業協同組合 共済部共済保全課 054-288-8434

大井川農業協同組合 共済部業務課 054-646-5122

ハイナン農業協同組合 共済部業務課 0548-22-9544

掛川市農業協同組合 総務部総務課 0537-20-0800

遠州夢咲農業協同組合 普及推進課 0537-73-7094

保全課 0537-73-5259

保全課（自動車事故相談） 0537-73-6925

遠州中央農業協同組合 共済部共済推進課 0538-36-7011

とぴあ浜松農業協同組合 共済部保全課 053-476-3132

三ケ日町農業協同組合 金融共済部　共済保全課 053-525-1014
愛知県 なごや農業協同組合 金融共済部共済課 052-932-3387

天白信用農業協同組合 金融共済部共済課 052-801-1232

緑信用農業協同組合 共済部共済課 052-896-4602

あいち尾東農業協同組合 金融共済部共済課 0561-75-0719

尾張中央農業協同組合 金融共済部共済課 0568-47-5620

西春日井農業協同組合 金融部共済課 0568-23-4001

あいち知多農業協同組合 共済部共済推進課（推進に関すること） 0569-34-9966

契約保全課（契約に関すること） 0569-34-9947

損害調査課（事故・示談に関すること） 0569-34-7771

愛知北農業協同組合 金融共済部共済課 0587-55-2274

愛知西農業協同組合 共済部共済課 0586-71-6811

あいち海部農業協同組合 金融共済部推進サポート課（ご提案内容） 0567-28-6709

金融共済部共済課（ご契約内容） 0567-28-6709

金融共済部共済課（事故・示談） 0567-28-6724

海部東農業協同組合 共済部共済課 0567-23-7311

あいち中央農業協同組合 共済部共済課 0566-73-5521

西三河農業協同組合 共済部共済課 0563-56-8811

あいち三河農業協同組合 共済部生命建物共済課（生命・建物共済に関すること） 0564-55-2974

共済部自動車共済課（自動車共済に関すること） 0564-55-2990

共済部普及課（ご提案・推進に関すること） 0564-55-2972

共済部自動車共済課（事故・示談に関すること） 0564-55-2991

あいち豊田農業協同組合 共済部共済企画課 0565-31-2482

愛知東農業協同組合 金融共済部共済課 0536-22-0035



県名 ＪＡ名 担当部署 電話番号

愛知県 ひまわり農業協同組合 金融共済部共済課 0533-85-3590

蒲郡市農業協同組合 金融部金融課 0533-68-6639

愛知みなみ農業協同組合 共済部共済事務保全課 0531-34-0379

豊橋農業協同組合 共済部共済事務課 0532-25-9530
三重県 三重北農業協同組合 共済部共済保全課 059-354-8871

鈴鹿農業協同組合 共済部共済業務課 059-384-1117

津安芸農業協同組合 共済部共済課 059-229-3595

伊賀ふるさと農業協同組合 共済部 0595-24-5119

みえなか農業協同組合 共済部 059-293-6500

多気郡農業協同組合 金融共済部保全課 0596-52-0125

伊勢農業協同組合 金融共済部共済保全課 0596-67-2030
滋賀県 レーク滋賀農業協同組合 共済部事務保全課 077-599-3966

甲賀農業協同組合 金融部共済課 0748-62-5382

グリーン近江農業協同組合 金融事業部共済業務課 0748-25-5110

滋賀蒲生町農業協同組合 共済課 0748-55-1173

東能登川農業協同組合 共済課 0748-42-1345

湖東農業協同組合 信用共済課 0749-45-0553

東びわこ農業協同組合 金融部共済業務課 0749-28-7831

レーク伊吹農業協同組合 金融部　共済業務課 0749-52-6528

北びわこ農業協同組合 共済課 0749-78-2406
京都府 京都市農業協同組合 信用共済部共済課 075-314-5631

京都中央農業協同組合 共済部保全査定課 075-955-8573

京都やましろ農業協同組合 共済部普及課 0774-62-9388

京都農業協同組合 共済部 0771-22-6983

京都丹の国農業協同組合 資金共済部 0773-42-1812
大阪府 大阪北部農業協同組合 金融共済部共済課 072-725-0763

北大阪農業協同組合 管理部業務課共済係 06-6877-5143

高槻市農業協同組合 金融共済部共済課 072-672-9613

茨木市農業協同組合 金融共済部共済課 072-627-7764

北河内農業協同組合 業務管理部共済事務課 072-844-1353

九個荘農業協同組合 共済課 072-828-4441

大阪東部農業協同組合 金融共済部共済課 072-878-1231

大阪中河内農業協同組合 事業管理部共済管理グループ 072-924-6628

グリーン大阪農業協同組合 共済部共済課 06-6748-5204

大阪南農業協同組合 共済部共済課 0721-25-1468

いずみの農業協同組合 金融共済部共済課 0120-29-3925

堺市農業協同組合 業務部 072-278-3345

大阪泉州農業協同組合 金融共済部共済課 072-468-0912

大阪市農業協同組合 共済部共済課 06-6794-9782
兵庫県 兵庫六甲農業協同組合 リスク統括本部 078-981-8769

あかし農業協同組合 総務課 078-934-5800

兵庫南農業協同組合 共済部保全課 079-424-1355

加古川市南農業協同組合 金融共済部共済業務課 079-421-3738

淡路日の出農業協同組合 金融共済部共済課 0799-62-6200

あわじ島農業協同組合 共済部共済課 0799-42-5221

みのり農業協同組合 共済部共済保全課 0795-42-5444

兵庫みらい農業協同組合 共済部 共済保全課 0790-47-1281

丹波ひかみ農業協同組合 共済部保全課 0795-82-5430

丹波ささやま農業協同組合 共済部 079-594-1121

兵庫西農業協同組合 リスク統括部リスク管理課 079-289-9123

相生市農業協同組合 共済部 0791-22-0690

ハリマ農業協同組合 金融共済部共済業務課 0790-72-0971

たじま農業協同組合 金融共済部　共済保全課 0796-24-6606
奈良県 奈良県農業協同組合 共済業務部業務課 0742-27-4556

和歌山県 わかやま農業協同組合 共済部共済業務課 073-471-3733

共済部普及相談課 073-471-3733



県名 ＪＡ名 担当部署 電話番号

和歌山県 ながみね農業協同組合 金融共済部推進企画課 073-482-6132

金融共済部共済課 073-482-6133

紀の里農業協同組合 金融業務部共済課 0736-77-7804

紀北川上農業協同組合 金融共済部　共済課 0736-42-5324

ありだ農業協同組合 共済部共済普及課 0737-53-2317

共済部共済課 0737-53-2318

共済部事故相談課 0737-53-2319

紀州農業協同組合 共済部共済業務課 0738-22-6616

紀南農業協同組合 金融共済普及部普及課 0739-23-3519

共済部共済課 0739-23-3520

共済部事故相談課 0739-23-3521

みくまの農業協同組合 金融共済部共済課 0735-52-5902
鳥取県 鳥取いなば農業協同組合 共済部共済企画課 0857-37-0514

鳥取中央農業協同組合 共済部共済業務課 0858-23-3046

鳥取西部農業協同組合 共済部 0859-37-5817
島根県 島根県農業協同組合 共済部共済事務センター共済事務管理課 0853-25-8916
岡山県 岡山市農業協同組合 共済部共済課 086-225-9834

晴れの国岡山農業協同組合 共済部 086-476-1836
広島県 広島市農業協同組合 金融管理部共済管理課 082-831-5924

呉農業協同組合 共済部共済課 0823-24-3146

安芸農業協同組合 金融共済部共済業務課 082-822-2384

佐伯中央農業協同組合 信用共済部共済課 0829-39-3214

広島中央農業協同組合 金融共済管理部共済保全課 082-422-0678

広島北部農業協同組合 金融共済部 0826-42-0442

芸南農業協同組合 業務部金融共済課 0846-45-1603

広島ゆたか農業協同組合 信用部共済課 0823-66-3700

三原農業協同組合 金融共済部共済課 0848-63-3439

尾道市農業協同組合 金融共済部共済課 0848-23-3301

福山市農業協同組合 金融共済部共済課 084-924-2276

三次農業協同組合 金融共済部共済課 0824-63-9927

庄原農業協同組合 金融共済部 0824-72-5660
山口県 山口県農業協同組合 共済部　共済業務企画課 083-976-6854
徳島県 徳島市農業協同組合 金融共済部共済推進事務課 088-622-6011

東とくしま農業協同組合 共済部共済課 088-535-7782

名西郡農業協同組合 金融共済部共済課 088-674-4286

阿南農業協同組合 金融共済部共済課 0884-26-1816

かいふ農業協同組合 金融共済部 0884-74-1533

里浦農業協同組合 金融共済部金融共済課 088-685-2111

板野郡農業協同組合 金融共済部共済課 088-694-7207

大津松茂農業協同組合 金融共済部信用共済課 088-686-1103

徳島北農業協同組合 金融部信用共済課 088-689-1115

阿波市農業協同組合 金融共済部共済課 0883-35-5139

麻植郡農業協同組合 金融共済部共済課 0883-24-1326

美馬農業協同組合 金融共済部　共済課 0883-53-7225

阿波みよし農業協同組合 金融共済部共済課 0883-79-5387
香川県 香川県農業協同組合 共済部共済管理課 087-825-0343
愛媛県 うま農業協同組合 共済部業務保全課 0896-24-3836

えひめ未来農業協同組合 金融共済部共済課 0897-37-1001

周桑農業協同組合 金融共済部共済課 （代表）0898-68-7800

今治立花農業協同組合 金融共済部保全課 0898-23-0246

越智今治農業協同組合 金融業務部共済契約課 0898-34-1833

えひめ中央農業協同組合 共済部保全課 089-943-2642

松山市農業協同組合 共済部保全課 （代表）089-946-1611

愛媛たいき農業協同組合 共済部保全課 0893-24-4185

西宇和農業協同組合 共済部業務課 0894-24-1112

東宇和農業協同組合 共済部業務課 0894-62-1216



県名 ＪＡ名 担当部署 電話番号

愛媛県 えひめ南農業協同組合 共済部保全課 （代表）0895-22-8111
高知県 馬路村農業協同組合 共済課 0887-44-2021

高知市農業協同組合 共済部業務課 088-883-6592

土佐くろしお農業協同組合 金融部共済課 0889-42-8006

高知県農業協同組合 統括本部リスク管理部リスク管理課 088-821-6157
福岡県 宗像農業協同組合 経営企画部リスク管理課 0940-36-4110

粕屋農業協同組合 企画管理部リスク管理課 092-938-2515

福岡市東部農業協同組合 総合企画室リスク管理企画課 092-621-4689

福岡市農業協同組合 業務部共済保全課 092-711-2020

糸島農業協同組合 金融部共済課 092-322-3313

筑紫農業協同組合 総務部リスク管理課 092-924-1311

筑前あさくら農業協同組合 リスク管理室 0946-23-2700

にじ農業協同組合 総務企画部リスク管理課 0943-75-4121

みい農業協同組合 総務企画部リスク管理課 0942-72-2143

久留米市農業協同組合 金融事業部共済課 0942-34-4126

三潴町農業協同組合 金融共済部共済グループ 0942-64-2212

福岡大城農業協同組合 金融共済部共済課 0944-32-0317

福岡八女農業協同組合 金融共済部共済課 0943-23-1155

柳川農業協同組合 金融部共済課 0944-32-8270

南筑後農業協同組合 金融共済部共済課 0944-63-8803

北九州農業協同組合 金融業務部共済課 093-619-2372

直鞍農業協同組合 共済課 0949-24-2311

福岡嘉穂農業協同組合 リスク管理部 0948-24-7060

田川農業協同組合 総務部リスク管理課 0947-45-2116

福岡京築農業協同組合 総務部リスク管理課 0979-82-5555
佐賀県 佐賀県農業協同組合 共済部共済管理課 0952-25-5375

佐賀市中央農業協同組合 金融共済部共済課 0952-23-8558

唐津農業協同組合 共済部保全課 0955-70-5253

伊万里市農業協同組合 金融共済部共済課 0955-23-5557
長崎県 長崎西彼農業協同組合 金融共済部共済課 095-825-5606

長崎県央農業協同組合 共済部 0957-24-4281

島原雲仙農業協同組合 共済部 0957-61-0226

ながさき西海農業協同組合 金融共済部 0956-64-3392

ごとう農業協同組合 共済部共済課 0959-72-6213

壱岐市農業協同組合 金融共済部共済課 0920-48-1701

対馬農業協同組合 共済部 0920-52-1120
熊本県 熊本市農業協同組合 共済部共済課 096-372-6912

玉名農業協同組合 信用共済部共済課 0968-72-5509

玉名市大浜町農業協同組合 金融共済課 0968-76-2121

鹿本農業協同組合 金融共済部共済課 0968-41-5133

菊池地域農業協同組合 共済部保全課 0968-23-3508

阿蘇農業協同組合 共済部 0967-22-6120

上益城農業協同組合 共済部契約保全課 096-234-1311

熊本宇城農業協同組合 共済部普及保全課 0964-33-3372

八代地域農業協同組合 共済部共済課 0965-35-3051

あしきた農業協同組合 共済部共済課 0966-82-2352

球磨地域農業協同組合 金融共済部共済課 0966-38-4062

本渡五和農業協同組合 金融共済部共済課 0969-23-2231

あまくさ農業協同組合 共済部共済課 0969-22-1103

苓北町農業協同組合 共済課 0969-35-0010
大分県 大分県農業協同組合 共済部共済管理課 097-535-7259

べっぷ日出農業協同組合 共済課 0977-66-1235

大分大山町農業協同組合 金融課 0973-52-3151

下郷農業協同組合 共済部 0979-56-2222
宮崎県 宮崎中央農業協同組合 共済部共済業務課 0985-24-6690

綾町農業協同組合 管理部管理課 0985-77-1212
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宮崎県 はまゆう農業協同組合 金融共済部共済課 0987-23-5026

串間市大束農業協同組合 管理部リスク管理課 0987-74-1101

都城農業協同組合 金融共済部共済企画課 0986-22-9818

こばやし農業協同組合 金融共済部共済課 0984-23-1330

えびの市農業協同組合 共済課 0984-33-3105

児湯農業協同組合 金融共済部共済課 0983-22-3751

尾鈴農業協同組合 金融共済部共済課 0983-27-1124

西都農業協同組合 金融共済部共済課 0983-35-4118

延岡農業協同組合 金融共済部共済保全課 0982-23-1889

日向農業協同組合 金融共済部共済課 0982-55-2505

高千穂地区農業協同組合 金融共済部共済課 0982-73-1304
鹿児島県 鹿児島みらい農業協同組合 金融共済部　共済事務課 099-224-1234

いぶすき農業協同組合 金融共済部共済事務課 0993-27-9062

南さつま農業協同組合 金融共済部共済課 0993-58-7112

さつま日置農業協同組合 共済部共済課 099-273-3830

北さつま農業協同組合 共済部共済事務課 0996-53-0942

鹿児島いずみ農業協同組合 共済事業部共済事務課 0996-64-2621

あいら農業協同組合 共済部共済課 0995-43-7308

そお鹿児島農業協同組合 共済部共済事務課 0994-82-6817

あおぞら農業協同組合 金融共済課 0994-74-2463

鹿児島きもつき農業協同組合 共済部 0994-41-4743

肝付吾平町農業協同組合 共済課 0994-58-6537

種子屋久農業協同組合 共済部　共済総合課 0997-28-3812

あまみ農業協同組合 金融共済部 0997-57-1111
沖縄県 沖縄県農業協同組合 共済業務部 098-831-5550


