宮崎県畜産関係機関のご案内
県関係
宮崎県 農政水産部
課等

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

畜産振興課

0985-26-7138

0985-27-3030

家畜防疫対策
課

0985-26-7139

0985-26-7329

農政企画課

0985-26-7123

0985-26-7307

0985-26-7126

0985-26-7332

0985-26-7131

0985-26-7325

農産園芸課

0985-26-7135

0985-26-7338

農村計画課

0985-26-7125

0985-26-7343

農村整備課

0985-26-7142

0985-26-7308

電話番号

ＦＡＸ番号

0982-72-2181

0982-72-3760

電話番号

ＦＡＸ番号

0985-26-7278

0985-26-7319

0987-23-4311

0987-23-1456

0986-23-4508

0986-22-7473

0984-23-3164

0984-22-7884

0983-22-1362

0983-23-4446

0982-32-6134

0982-32-6139

畜産新生推進
局

農業連携推進
課
農業経営支援
課

〒880-0805
宮崎市橘通東2-10-1

西臼杵支庁
住所
〒882-1101
西臼杵郡高千穂町大字三田井22

農林振興局
地区
中部
南那珂
北諸県
西諸県
児湯
東臼杵

住所
〒880-0805
宮崎市橘通東1-9-10
〒887-0031
日南市戸高1-12-1
〒885-0024
都城市北原町24-21
〒886-0004
小林市細野367-2
〒884-0002
児湯郡高鍋町大字北高鍋3870-1
〒882-0872
延岡市愛宕町2-15

家畜保健衛生所
地区
宮崎
日南駐在
都城
小林駐在
延岡
高千穂駐在

住所
〒880-0212
宮崎郡佐土原町下那珂3151-1
南那珂農業改良普及センター内
〒889-4505
北諸県郡高崎町大牟田4213-1
西諸県農業改良普及センター内
〒882-0882
延岡市小野町4234
西臼杵農業改良普及センター内

電話番号

ＦＡＸ番号

0985-73-1377

0985-73-7922

0987-64-2212

0987-64-3964

0986-62-5151

0986-62-5155

0984-22-7011

0984-22-7355

0982-32-4308

0982-33-7837

0982-72-2511

0982-72-2159

電話番号

ＦＡＸ番号

農業改良普及センター
地区

住所

中部

〒880-1111
東諸県郡国富町大字岩知野1401

0985-30-6121

0985-30-6130

南那珂

〒889-3202
日南市南郷町中村甲1232-1

0987-21-9550

0987-64-3964

北諸県

〒885-0003
都城市高木町6464

0986-38-1554

0986-38-1610

0984-23-5105

0984-22-7355

0983-43-2311

0983-43-2313

西諸県
児湯

〒886-0009
小林市駅南300
〒881-0023
西都市大字調殿字馬場崎812

東臼杵南部

〒883-0106
日向市東郷町山陰辛256-2

0982-68-3100

0982-68-3101

東臼杵北部

〒882-0854
延岡市長浜町1-1713

0982-32-3216

0982-32-3234

西臼杵

〒882-1101
西臼杵郡高千穂町大字三田井3364-39

0982-72-2158

0982-72-2159

その他
名称

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

宮崎県東京事
務所

〒102-0093
東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館
15階

03-5212-9007

03-5215-5180

宮崎県総合農
業試験場

〒880-0212
宮崎市佐土原町下那珂5805

0985-73-2121

0985-73-2127

〒880-0212
病害虫防除肥
宮崎市佐土原町下那珂5805（宮崎県総合農
料検査センター
業試験場内）

0985-73-6670

0985-73-2127

宮崎県総合農
業試験場畑作
園芸支場

〒885-0091
都城市横市町10683

0986-22-1743

0986-22-1744

宮崎県畜産試
験場

〒889-4411
西諸県郡高原町大字広原5066

0984-42-1122

0984-42-1707

宮崎県畜産試
験場川南支場

〒889-1301
児湯郡川南町大字川南21986

0983-27-0168

0983-27-0153

宮崎県立農業
大学校

〒884-0005
児湯郡高鍋町大字持田5733

0983-23-0120

0983-22-2529

宮崎県衛生環
境研究所

〒889-2155
宮崎市学園木花台西2-3-2

0985-58-1410

0985-58-0930

電話番号

ＦＡＸ番号

食肉衛生検査所
地区

住所

都城

〒885-0021
都城市平江町38-1

0986-23-2294

0986-23-2301

高崎

〒889-4505
都城市高崎町大牟田4268-1

0986-62-4364

0986-62-4348

小林

〒886-0004
小林市細野2472-1

0984-22-6639

0984-22-8125

都農

〒889-1201
児湯郡都農町大字川北15530

0983-25-0949

0983-25-0488

日向

〒883-0021
日向市大字財光寺字長江373

0982-54-2007

0982-54-2025

宮崎県畜産関係機関のご案内
畜産関係団体
名称

電話番号

FAX番号

（公社）宮崎県 〒880-0806
畜産協会
宮崎市広島1-13-10畜産会館内

0985-41-9300

0985-24-3772

（公社）全国和
〒880-0806
牛登録協会宮
宮崎市広島1-13-10畜産会館内
崎県支部

0985-24-2211

0985-24-0963

（一社）宮崎県
〒884-0005
家畜改良事業
児湯郡高鍋町大字持田5734
団

0983-22-3020

0983-22-3016

〒885-0224
都城市御池町無番地

0986-33-1816

0986-33-1709

〒880-8556
宮崎市霧島1-1-1 県経済連 肉用牛課内

0985-31-2130

0985-31-5762

0985-29-4375

0985-29-5418

0985-24-7532

0985-24-5995

（公社）宮崎県 〒880-0913
農業振興公社 宮崎市大字恒久1-7-14

0985-51-2011

0985-51-8006

（一社）宮崎県
〒880-0901
配合飼料価格
宮崎市東大淀1-1-41napビル4F
安定基金協会

0985-52-2359

0985-52-6594

宮崎県農業協 〒880-0032
同組合中央会 宮崎市霧島1-1-1

0985-31-2025

0985-31-5753

宮崎県経済農
〒880-8556
業協同組合連
宮崎市霧島1-1-1
合会

0985-31-2130

0985-31-5765

宮崎県農業共 〒880-0877
済組合連合会 宮崎市宮脇町118

0985-27-4288

0985-23-9636

宮崎県乳用牛
〒880-0012
肥育事業農業
宮崎市松山2-3-4
協同組合

0985-26-2324

0985-23-7351

宮崎県養鶏農 〒880-0901
業協同組合
宮崎市東大淀1-1-41napビル4F

0985-53-5433

0985-54-0197

（一社）宮崎県
酪農公社
（一社）宮崎県
肉用牛枝肉価
格安定基金協
会
（一社）宮崎県
養鶏協会
（一社）宮崎県
獣医師会

住所

〒880-0806
宮崎市広島1-13-10畜産会館内
〒880-0806
宮崎市広島1-13-10畜産会館内

名称

電話番号

FAX番号

みやざき地頭
〒880-0806
鶏事業協同組
宮崎市広島１－１３－１０ 畜産会館内
合

0985-77-5566

0985-77-5567

都城農業協同 〒885-0012
組合 畜産部 都城市上川東3-4-1

0986-22-9828

0986-22-9840

宮崎中央農業
〒880-2101
協同組合
宮崎市大字跡江字土手外198
畜産部

0985-47-3730

0985-47-4705

はまゆう農業
〒889-3532
協同組合
串間市大字大平5677
畜産部

0987-74-2000

0987-74-2001

西諸県郡市畜
〒886-0005
産販売農業協
小林市南西方1112
同組合連合会

0984-23-4128

0984-24-0045

児湯郡市畜産
〒889-1406
農業協同組合
児湯郡新富町大字新田字北畦原21696-1
連合会

0983-35-1231

0983-35-1233

〒889-0514
延岡市櫛津町3060

0982-37-3200

0982-37-3205

〒882-1101
西臼杵郡高千穂町大字三田井883-1

0982-72-2470

0982-72-5974

児湯養鶏農業 〒889-1401
協同組合
児湯郡新富町大字日置2930

0983-33-2141

0983-33-1583

宮崎環境保全 〒889-1301
農業協同組合 児湯郡川南町大字川南4591-4

0983-27-5860

0983-27-5897

串間酪農業協 〒888-0004
同組合
串間市大字串間811

0987-72-3048

0987-72-4291

宮崎県南部酪 〒885-0061
農業協同組合 都城市下長飯町2351-2

0986-23-3455

0986-23-3499

東大島町畜産 〒880-0826
農業協同組合 宮崎市波島1-18-3

0985-22-7480

FAXなし

宮崎県家畜商 〒885-0004
商業協同組合 都城市都北町7294

0986-38-0020

0986-38-4796

宮崎県食肉事 〒880-0834
業協同組合連 宮崎市新別府町雀田１１８５（中央卸売市
合会
場内）

0985-24-8022

0985-28-8429

株式会社 ミヤ 〒889-4505
チク
都城市高崎町大牟田4251-3

0986-62-2901

0986-62-5529

宮崎くみあい
チキンフーズ
株式会社

0985-31-2348

0985-31-1013

東臼杵郡市畜
産農業協同組
合連合会
高千穂地区農
業協同組合
畜産部

住所

〒880-0036
宮崎市花ヶ島町鴨の丸829-1

名称

住所

電話番号

FAX番号

南日本酪農協 〒885-0073
同株式会社
都城市姫城町32-3

0986-23-3456

0986-26-3457

宮崎県家畜人 〒884-0005
工授精師協会 児湯郡高鍋町大字持田5734

0983-22-3020

0983-22-3016

宮崎県郡畜連 〒880-0806
合会議
宮崎市広島1-13-10畜産協会内

0985-41-9300

0985-24-3772

宮崎県指定種
豚場協会
〒880-0806
みやざき養豚 宮崎市広島1-13-10畜産協会内
生産者協議会

0985-41-9304

0985-24-3772

宮崎県養蜂組
合
〒880-0806
宮崎県コントラ
宮崎市広島1-13-10畜産協会内
クター等協議
会

0985-41-9302

0985-24-3772

宮崎県畜産振 〒880-0806
興協議会
宮崎市広島1-13-10畜産協会内

0985-41-9305

0985-24-3772

