
備考 備考

第２順位 第３順位 第４順位 第５順位 第２順位 第３順位 第４順位 第５順位 第６順位

移管

移管

移管

移管

移管

移管

移管/移管

移管

移管

移管

廃止/廃止/移管

移管

移管

移管/移管

移管

移管/移管

移管/移管

移管/廃止

移管/移管

移管/廃止/移管

移管/廃止/移管

移管/移管・改称/移管

移管/廃止/移管

移管・改称/移管

移管・改称/移管

移管

移管

移管/移管

移管

移管/移管

移管・順位変更/移管

移管・順位変更

技術対策課

西日本営農資材事業所 事業推進課 広域土壌分析センター石川

生産資材供給体制整備推進課
肥料課

肥料課

肥料海外原料課 肥料原料課

平成31年４月１日付け機構変更（本所 肥料農薬部・生産資材部）新旧対照表

現    行 機　構　変　更　後

肥料農薬部 総合課 廃止 耕種資材部 総合課

移管

移管・改称

新設

新設

移管

移管・改称

包装原料課
技術対策課 肥料品質管理室

農業機械課 農機事業改革推進室 移管/新設

農薬課
農薬課

農薬原体・開発課

農薬原体・開発課 資材課 新設

移管

移管

移管

移管

移管
移管/廃止

広域物流・店舗課 資材店舗推進室 東北広域部品センター

関東広域部品センター
札幌営農資材事業所 肥料農薬課

西日本広域部品センター

関東営農資材事業所 肥料課 広域土壌分析センター群馬
広域物流・店舗課 資材店舗推進室

東北営農資材事業所 営農資材課 広域土壌分析センター岩手 九州広域部品センター

農薬課 広域土壌分析センター千葉
システム対策課

北陸・東海・近畿営農資材事業所 肥料課 広域土壌分析センター石川 移管/移管・改称/移管 札幌営農資材事業所 耕種資材課 移管/新設

農薬課 広域土壌分析センター三重 東北営農資材事業所 事業推進課 広域土壌分析センター岩手

中四国営農資材事業所 肥料農薬課 広域土壌分析センター広島 移管/廃止/移管 広域肥料課 広域土壌分析センター千葉

移管/新設/移管

広域土壌分析センター滋賀 東日本営農資材事業所 事業推進課 広域土壌分析センター群馬 移管/新設/移管

中四国広域物流センター 西部配送センター 広域資材課 移管・改称

移管・改称/移管

島根推進課 東部配送センター 広域農薬課 移管・改称

移管/新設/移管
九州営農資材事業所 肥料農薬課 広域土壌分析センター福岡 移管/移管/移管

広域肥料課 広域土壌分析センター三重

広域資材課

移管・改称/移管
北部九州広域物流センター

広域農薬課 広域土壌分析センター滋賀 移管・改称/移管

廃止生産資材部

高度施設園芸推進室
広域土壌分析センター広島

包装資材課
島根推進課 東部配送センター

移管・改称
総合課

中四国営農資材事業所 事業推進課 中四国広域物流センター 移管/新設/移管・順位変更
園芸資材課 廃止/移管

廃止/移管ゆめファームこうち

包装原料課
西部配送センター

東北広域部品センター
山口推進課 ＪＡグリーンコアやまぐち

農業機械課
新設/移管

関東広域部品センター
県域物流センター 移管

西日本広域部品センター
中四国広域農機事業所 農業機械課 新設

九州広域部品センター
島根農機事務所 くにびき拠点センター 移管/移管

島根農機事務所 くにびき拠点センター 移管/移管
やすぎ拠点センター

中四国農機広域事業企画室
移管

やすぎ拠点センター農機事業改革・担い手推進課
隠岐拠点センター 移管

隠岐拠点センター
雲南拠点センター 移管

（中略）

雲南拠点センター
石見銀山拠点センター 移管

石見銀山拠点センター

システム対策課

島根おおち拠点センター 移管
島根おおち拠点センター

札幌営農資材事業所 生産資材課

西いわみ拠点センター

山口中央農機センター 仁保サブセンター 移管・改称/移管

移管
移管/移管・改称/移管西いわみ拠点センター

新設/移管
北陸・東海・近畿営農資材事業所 資材課

南すおう農機センター 移管・改称

東北営農資材事業所 営農資材課

岡山農機事務所 津山農機センター 新設/移管
関東営農資材事業所 資材課

山口農機事務所 農機重整備工場
中四国営農資材事業所

都農農機センター 移管・改称
九州営農資材事業所 資材課

光農機センター 移管・改称
（以下略）

移管/移管・改称

移管/廃止

阿東農機センター

菊川農機センター 移管・改称

西浦農機センター 大道農機サブセンター 移管・改称/移管・改称

徳地農機サブセンター 移管・改称

徳佐農機サブセンター 移管・改称/新設

宇部東部農機センター 移管・改称

宇部西部農機センター 移管・改称

山口南部農機センター 秋穂サブセンター 移管・改称/移管

下関西部農機センター 移管・改称

下関東部農機センター 移管・改称

豊田農機センター 移管・改称

長門農機センター 油谷農機サブセンター 移管・改称/移管・改称

萩農機センター 移管・順位変更

秋芳農機センター 美東農機サブセンター 移管・改称/移管・改称

厚保農機サブセンター 移管・改称

豊北農機センター 移管・改称

豊浦農機センター 移管・改称

共和農機サブセンター

福賀農機センター

新設

移管・改称

れいほく農機センター 移管

南国農機センター 移管

高知農機事務所 あき農機センター 新設/移管

土佐山田農機センター 移管

肥料農薬課 広域土壌分析センター福岡

資材課

資材課

移管/移管

中村農機センター 移管

九州営農資材事業所 事業推進課 北部九州広域物流センター 移管/新設/移管・順位変更

佐川農機センター 移管

四万十農機センター 移管

春野農機センター 移管

土佐市農機センター 移管


