
１．正 会 員 ［令和3年（2021年）10月］

№ 会    員    名

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

2 長野市 〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町１６１３番地  長野市役所

3 松本市 〒390-8620 松本市丸の内３番７号  松本市役所

4 上田市 〒386-8601 上田市大手一丁目１１番１６号  上田市役所

5 岡谷市 〒394-8510 岡谷市幸町８番１号  岡谷市役所

6 飯田市 〒395-8501 飯田市大久保町２５３４番地  飯田市役所

7 諏訪市 〒392-8511 諏訪市高島一丁目２２番３０号  諏訪市役所

8 須坂市 〒382-8511 須坂市大字須坂１５２８番地１  須坂市役所

9 小諸市 〒384-8501 小諸市相生町三丁目３番３号  小諸市役所

10 伊那市 〒396-8617 伊那市下新田３０５０番地  伊那市役所

11 駒ヶ根市 〒399-4192 駒ヶ根市赤須町２０番１号  駒ケ根市役所

12 中野市 〒383-8614 中野市三好町一丁目３番１９号  中野市役所

13 大町市 〒398-8601 大町市大町３８８７番地  大町市役所

14 飯山市 〒389-2292 飯山市大字飯山１１１０番地１号  飯山市役所

15 茅野市 〒391-8501 茅野市塚原二丁目６番１号  茅野市役所

16 塩尻市 〒399-0786 塩尻市大門七番町３番３号  塩尻市役所

17 佐久市 〒385-8501 佐久市中込３０５６番地  佐久市役所

18 千曲市 〒387-8511 千曲市杭瀬下二丁目１番地  千曲市役所

19 東御市 〒389-0592 東御市県２８１番地２  東御市役所

20 安曇野市 〒399-8281 安曇野市豊科６０００番地  安曇野市役所

21 小海町 〒384-1192 南佐久郡小海町大字豊里５７番地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番地  川上村役場

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

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

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

26 佐久穂町 〒384-0697 南佐久郡佐久穂町大字高野町５６９番地  佐久穂町役場

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

28 御代田町 〒389-0292 北佐久郡御代田町大字馬瀬口１７９４番地６  御代田町役場

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

30 青木村 〒386-1601 小県郡青木村大字田沢１１１番地  青木村役場

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

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

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

34 原村 〒391-0192 諏訪郡原村６５４９番地１  原村役場

35 辰野町 〒399-0493 上伊那郡辰野町中央１番地  辰野町役場

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

37 飯島町 〒399-3797 上伊那郡飯島町飯島２５３７番地  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番地１  南箕輪村役場

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

40 宮田村 〒399-4392 上伊那郡宮田村９８番地  宮田村役場

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

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

43 阿南町 〒399-1511 下伊那郡阿南町東條５８番地１  阿南町役場

44 阿智村 〒395-0303 下伊那郡阿智村駒場４８３番地  阿智村役場

45 平谷村 〒395-0601 下伊那郡平谷村３５４番地  平谷村役場

46 根羽村 〒395-0701 下伊那郡根羽村２１３１番地１  根羽村役場

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

48 売木村 〒399-1689 下伊那郡売木村９６８番地１  売木村役場

49 天龍村 〒399-1201 下伊那郡天龍村平岡８７８番地  天龍村役場

50 泰阜村 〒399-1895 下伊那郡泰阜村３２３６番地１  泰阜村役場

51 喬木村 〒395-1107 下伊那郡喬木村６６６４番地  喬木村役場

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

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

54 上松町 〒399-5601 木曽郡上松町大字上松１５９番地４  上松町役場

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

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

57 王滝村 〒397-0201 木曽郡王滝村３６２３番地  王滝村役場

58 大桑村 〒399-5503 木曽郡大桑村長野２７７８番地  大桑村役場

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

60 麻績村 〒399-7701 東筑摩郡麻績村麻３８３７番地  麻績村役場

61 生坂村 〒399-7201 東筑摩郡生坂村５４９３番地２  生坂村役場

62 山形村 〒390-1392 東筑摩郡山形村２０３０番地１  山形村役場

63 朝日村 〒390-1188 東筑摩郡朝日村大字古見１５５５番地１  朝日村役場

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

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

66 松川村 〒399-8501 北安曇郡松川村７６番地５  松川村役場

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

69 坂城町 〒389-0692 埴科郡坂城町大字坂城１００５０番地  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番地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番地  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番地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番地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番地  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番地２  信濃町役場

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

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

78 栄村 〒389-2792 下水内郡栄村大字北信３４３３番地  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番地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番地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番地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番地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番地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番地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番地１

86 佐久浅間農業協同組合 〒385-8585 佐久市猿久保８８２番地

87 信州うえだ農業協同組合 〒386-8668 上田市大手二丁目７番１０号

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番地

89 上伊那農業協同組合 〒396-8510 伊那市狐島４２９１番地

90 みなみ信州農業協同組合 〒395-0192 飯田市鼎東鼎２８１番地

91 木曽農業協同組合 〒397-0001 木曽郡木曽町福島２８００番地

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番１６号

93 洗馬農業協同組合 〒399-6493 塩尻市大字洗馬２７２０番地３

94 あづみ農業協同組合 〒399-8283 安曇野市豊科４２７０番地６

95 大北農業協同組合 〒398-0002 大町市大町字光明寺３０９１番地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番地２

97 中野市農業協同組合 〒383-8588 中野市三好町一丁目２番８号

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

99 長野県種苗生産販売協同組合 〒381-2202 長野市市場４番地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番地  水野種苗園

２．賛助会員 ［令和3年（2021年）10月］

№ 会    員    名

1 長野県市長会 〒380-0871 長野市大字西長野字加茂北１４３番地８  長野県自治会館

2 長野県町村会 〒380-0871 長野市大字西長野字加茂北１４３番地８  長野県自治会館

3
一般社団法人長野県農業会議
（農業委員会ネットワーク機構）

〒380-0826 長野市大字南長野北石堂町１１７７番地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番地５

住                所

住                所

3 / 3


