
※　その他の事業やお問い合わせ先が不明の場合は、農村振興課企画調整班（℡ 022-211-2863，

　　e-mail:nosonshinp@pref.miyagi.lg.jp ）までお問い合わせください。

指導班 ℡ 022-211-2861 e-mail: nosonshins@pref.miyagi.lg.jp

企画調整班 ℡ 022-211-2863 e-mail: nosonshinp@pref.miyagi.lg.jp 

地域計画班 ℡ 022-211-2862 e-mail: nosonshinc@pref.miyagi.lg.jp 

技術管理班 ℡ 022-211-2865 e-mail: nosonshing@pref.miyagi.lg.jp 

広域水利調整班 ℡ 022-211-2864 e-mail: nosonshink@pref.miyagi.lg.jp 

農村交流対策班 ℡ 022-211-2866 e-mail: nosonshinnt@pref.miyagi.lg.jp

事業経理班 ℡ 022-211-2871 e-mail: nosonseij@pref.miyagi.lg.jp 

換地・用地班 ℡ 022-211-2872 e-mail: nosonseik@pref.miyagi.lg.jp 

ほ場整備班 ℡ 022-211-2873 e-mail: nosonseih@pref.miyagi.lg.jp 

農村環境整備班 ℡ 022-211-2874 e-mail: nosonsein@pref.miyagi.lg.jp 

防災対策班 ℡ 022-211-2875 e-mail: nosonseib@pref.miyagi.lg.jp 

水利施設保全班 ℡ 022-211-2876 e-mail: nosonseis@pref.miyagi.lg.jp 

大河原地方振興事務所 農業農村整備部 ℡ 0224-53-3111 e-mail: oknnbkt@pref.miyagi.lg.jp

仙台地方振興事務所 農業農村整備部 ℡ 022-275-9111 e-mail: sdsskt@pref.miyagi.lg.jp 

北部地方振興事務所 農業農村整備部 ℡ 0229-91-0701 e-mail: nh-nnbkt@pref.miyagi.lg.jp 

北部地方振興事務所栗原地域事務所 農業農村整備部 ℡ 0228-22-2111 e-mail: nh-khnr-ma@pref.miyagi.lg.jp 

東部地方振興事務所 農業農村整備部 ℡ 0225-95-1411 e-mail: et-ss-kt@pref.miyagi.lg.jp

東部地方振興事務所登米地域事務所 農業農村整備部 ℡ 0220-22-6111 e-mail: et-tmnnbkt@pref.miyagi.lg.jp 

気仙沼地方振興事務所 農業農村整備部 ℡ 0226-25-8075 e-mail: ksmsrsnn@pref.miyagi.lg.jp

e-mail: nofukusui@pref.miyagi.lg.jp農地復興推進班

宮城県農林水産部　農村振興課

　（宮城県庁11階）

宮城県農林水産部　農村整備課

　（宮城県庁11階）

宮城県農林水産部　農地復興推進室

　（宮城県庁11階）
℡ 022-211-2703

＊ ＊ ＊ お問い合わせ ・ 相談窓口 ＊ ＊ ＊

平成２９年１０月発行

宮城県農林水産部

農村振興課
TEL ０２２－２１１－２８６３

FAX ０２２ー２１１－２８９０
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