
１．正 会 員 ［令和3年（2021年）4月］

№ 会    員    名

1 長野県 〒380-8570 長野市大字南長野字幅下６９２－２  長野県庁

2 長野市 〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町１６１３  長野市役所

3 松本市 〒390-8620 松本市丸の内３－７  松本市役所

4 上田市 〒386-8601 上田市大手一丁目１１－１６  上田市役所

5 岡谷市 〒394-8510 岡谷市幸町８－１  岡谷市役所

6 飯田市 〒395-0817 飯田市鼎東鼎２８１  飯田市役所

7 諏訪市 〒392-8511 諏訪市高島一丁目２２－３０  諏訪市役所

8 須坂市 〒382-8511 須坂市大字須坂１５２８－１  須坂市役所

9 小諸市 〒384-8501 小諸市相生町三丁目３－３  小諸市役所

10 伊那市 〒396-8617 伊那市下新田３０５０  伊那市役所

11 駒ヶ根市 〒399-4192 駒ヶ根市赤須町２０－１  駒ケ根市役所

12 中野市 〒383-8614 中野市三好町一丁目３－１９  中野市役所

13 大町市 〒398-8601 大町市大町３８８７  大町市役所

14 飯山市 〒389-2292 飯山市大字飯山１１１０－１  飯山市役所

15 茅野市 〒391-8501 茅野市塚原二丁目６－１  茅野市役所

16 塩尻市 〒399-0786 塩尻市大門七番町３－３  塩尻市役所

17 佐久市 〒385-8501 佐久市中込３０５６  佐久市役所

18 千曲市 〒387-8511 千曲市杭瀬下二丁目１  千曲市役所

19 東御市 〒389-0592 東御市県２８１－２  東御市役所

20 安曇野市 〒399-8281 安曇野市豊科６０００  安曇野市役所

21 小海町 〒384-1192 南佐久郡小海町大字豊里５７－１  小海町役場

22 川上村 〒384-1405 南佐久郡川上村大字大深山５２５  川上村役場

23 南牧村 〒384-1302 南佐久郡南牧村大字海ノ口１０５１  南牧村役場

24 南相木村 〒384-1211 南佐久郡南相木村３５２５－１  南相木村役場

25 北相木村 〒384-1201 南佐久郡北相木村２７４４  北相木村役場

26 佐久穂町 〒384-0798 南佐久郡佐久穂町大字畑１６４  佐久穂町役場 八千穂庁舎

27 軽井沢町 〒389-0192 北佐久郡軽井沢町大字長倉２３８１－１  軽井沢町役場

28 御代田町 〒389-0292 北佐久郡御代田町大字御代田２４６４－２  御代田町役場

29 立科町 〒384-2305 北佐久郡立科町大字芦田２５３２  立科町役場

30 青木村 〒386-1601 小県郡青木村大字田沢１１１  青木村役場

31 長和町 〒386-0603 小県郡長和町古町４２４７－１  長和町役場

32 下諏訪町 〒393-8501 諏訪郡下諏訪町４６１３－８  下諏訪町役場

33 富士見町 〒399-0292 諏訪郡富士見町落合１０７７７  富士見町役場

34 原村 〒391-0192 諏訪郡原村６５４９－１  原村役場

35 辰野町 〒399-0493 上伊那郡辰野町中央１  辰野町役場

36 箕輪町 〒399-4695 上伊那郡箕輪町大字中箕輪１０２９８  箕輪町役場

37 飯島町 〒399-3797 上伊那郡飯島町飯島２５３７  飯島町役場
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38 南箕輪村 〒399-4592 上伊那郡南箕輪村４８２５－１  南箕輪村役場

39 中川村 〒399-3892 上伊那郡中川村大草４０４５－１  中川村役場

40 宮田村 〒399-4392 上伊那郡宮田村９８  宮田村役場

41 松川町 〒399-3303 下伊那郡松川町元大島３８２３  松川町役場

42 高森町 〒399-3193 下伊那郡高森町下市田２１８３－１  高森町役場

43 阿南町 〒399-1511 下伊那郡阿南町東条５８－１  阿南町役場

44 阿智村 〒395-0303 下伊那郡阿智村大字駒場４８３  阿智村役場

45 平谷村 〒395-0601 下伊那郡平谷村３５４  平谷村役場

46 根羽村 〒395-0701 下伊那郡根羽村１７６２  根羽村役場

47 下條村 〒399-2101 下伊那郡下條村睦沢８８０１－１  下條村役場

48 売木村 〒399-1689 下伊那郡売木村９６８－１  売木村役場

49 天龍村 〒399-1201 下伊那郡天龍村平岡８７８  天龍村役場

50 泰阜村 〒399-1895 下伊那郡泰阜村３２３６－１  泰阜村役場

51 喬木村 〒395-1107 下伊那郡喬木村６６６４  喬木村役場

52 豊丘村 〒399-3295 下伊那郡豊丘村大字神稲３１２０  豊丘村役場

53 大鹿村 〒399-3502 下伊那郡大鹿村大字大河原３５４  大鹿村役場

54 上松町 〒399-5603 木曽郡上松町駅前通り二丁目１３  上松町役場

55 南木曽町 〒399-5301 木曽郡南木曽町読書３６６８－１  南木曽町役場

56 木祖村 〒399-6201 木曽郡木祖村藪原１１９１－１  木祖村役場

57 王滝村 〒397-0201 木曽郡王滝村３６２３  王滝村役場

58 大桑村 〒399-5503 木曽郡大桑村長野２７７８  大桑村役場

59 木曽町 〒397-8588 木曽郡木曽町福島２３２６－６  木曽町役場

60 麻績村 〒399-7701 東筑摩郡麻績村麻３８３７  麻績村役場

61 生坂村 〒399-7201 東筑摩郡生坂村５４９３－２  生坂村役場

62 山形村 〒390-1392 東筑摩郡山形村２０３０－１  山形村役場

63 朝日村 〒390-1188 東筑摩郡朝日村大字小野沢２９６－５  朝日村役場

64 筑北村 〒399-7501 長野県東筑摩郡筑北村西条４１９５  筑北村役場

65 池田町 〒399-8696 北安曇郡池田町大字池田３２０３－６  池田町役場

66 松川村 〒399-8501 北安曇郡松川村７６－５  松川村役場

67 白馬村 〒399-9393 北安曇郡白馬村大字北城７０２５  白馬村役場

68 小谷村 〒399-9494 北安曇郡小谷村大字中小谷丙１３１  小谷村役場

69 坂城町 〒389-0692 埴科郡坂城町大字坂城１００５０  坂城町役場

70 小布施町 〒381-0297 上高井郡小布施町大字小布施１４９１－２  小布施町役場

71 高山村 〒382-8510 上高井郡高山村大字高井４９７２  高山村役場

72 山ノ内町 〒381-0498 下高井郡山ノ内町大字平穏３３５２－１  山ノ内町役場

73 木島平村 〒389-2392 下高井郡木島平村大字往郷９１４－６  木島平村役場

74 野沢温泉村 〒389-2592 下高井郡野沢温泉村大字豊郷９８１７  野沢温泉村役場

75 信濃町 〒389-1392 上水内郡信濃町大字柏原４２８－２  信濃町役場

76 小川村 〒381-3302 上水内郡小川村大字高府８８００－８  小川村役場

77 飯綱町 〒389-1293 上水内郡飯綱町大字牟礼２７９５－１  飯綱町役場

78 栄村 〒389-2792 下水内郡栄村大字北信３４３３  栄村役場
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79 長野県農業協同組合中央会 〒380-0826 長野市大字南長野北石堂町１１７７－３  ＪＡ長野県ビル

80 全国農業協同組合連合会長野県本部 〒380-8614 長野市大字南長野北石堂町１１７７－３  ＪＡ長野県ビル

81 長野県信用農業協同組合連合会 〒380-0826 長野市大字南長野北石堂町１１７７－３  ＪＡ長野県ビル

82 全国共済農業協同組合連合会長野県本部 〒380-0826 長野市大字南長野北石堂町１１７７－３  ＪＡ長野県ビル

83 一般社団法人長野県農協地域開発機構 〒380-0826 長野市大字南長野北石堂町１１７７－３  ＪＡ長野県ビル

84 一般社団法人長野県農村工業研究所 〒382-0084 須坂市大字須坂７８７－１

85 長野八ヶ岳農業協同組合 〒384-1305 南佐久郡南牧村大字野辺山１０６－１

86 佐久浅間農業協同組合 〒385-8585 佐久市猿久保８８２

87 信州うえだ農業協同組合 〒386-8668 上田市大手二丁目７－１０

88 信州諏訪農業協同組合 〒392-8578 諏訪市大字四賀字広瀬橋通７８４１

89 上伊那農業協同組合 〒396-8510 伊那市狐島４２９１

90 みなみ信州農業協同組合 〒395-0192 飯田市鼎東鼎２８１

91 木曽農業協同組合 〒397-0001 木曽郡木曽町福島３８０７－１

92 松本ハイランド農業協同組合 〒390-8555 松本市南松本一丁目２－１６

93 洗馬農業協同組合 〒399-6493 塩尻市大字洗馬２７２０－３

94 あづみ農業協同組合 〒399-8283 安曇野市豊科４２７０－６

95 大北農業協同組合 〒398-0002 大町市大町字光明寺３０９１－１

96 グリーン長野農業協同組合 〒388-8007 長野市篠ノ井布施高田９６１－２

97 中野市農業協同組合 〒383-8588 中野市三好町一丁目２－８

98 ながの農業協同組合 〒380-0936 長野市大字中御所字岡田１３１－１４

99 長野県種苗生産販売協同組合 〒381-2202 長野市市場４－１ 清水種苗株式会社

100 長野県果樹種苗協会 〒388-8014 長野市篠ノ井塩崎６７０３ 水野種苗園

２．賛助会員 ［令和3年（2021年）4月］

№ 会    員    名

1 長野県市長会 〒380-0871 長野市西長野加茂北１４３－８  長野県自治会館

2 長野県町村会 〒380-0871 長野市西長野加茂北１４３－８  長野県自治会館

3 一般社団法人長野県農業会議 〒380-0826 長野市大字南長野北石堂町１１７７－３  ＪＡ長野県ビル

4 長野県農業共済組合 〒380-0935 長野市大字中御所字岡田７９－５
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