地区支部・市町村支部一覧
公益社団法人徳島森林づくり推進機
〒771-0134 川内町平石住吉209-5
本部
みどり普及課 内
TEL 088-679-8558
FAX 088-679-4104
徳島県農林水産部 林業飛躍局
〒770-8570 万代町1-1
県庁
スマート林業課 公有林化担当
TEL 088-621-2463
徳島市支部
〒770-8571 徳島市幸町2-5
徳島市役所 農林水産課 内
TEL 088-621-5245 FAX 088-621-5196
鳴門市支部
〒772-8501 鳴門市撫養町南浜字東浜170
鳴門市役所 農林水産課 内
TEL 088-684-1154 FAX 088-684-1341
小松島市支部
〒773-8501 小松島市横須町1-1
小松島市役所 農林水産課 内
TEL 0885-34-9292 FAX 0885-34-9992
勝浦町支部
〒771-4395 勝浦町大字久国字久保田3
勝浦町役場 農業振興課 内
TEL 0885-42-1505 FAX 0885-42-3028
上勝町支部
〒771-4501 上勝町大字福原字下横峯3-1
上勝町役場 産業課 内
TEL 0885-46-0111 FAX 0885-46-0323
佐那河内村支部
〒771-4195 佐那河内村下字中辺71-1
佐那河内村役場 産業環境課 内
TEL 088-679-2115 FAX 088-679-2125
石井町支部
〒779-3295 石井町高川原字高川原121-1
徳 石井町役場 産業経済課 内
島 TEL 088-674-1118 FAX 088-675-1500
管 神山町支部
内 〒771-3395 神山町神領字本野間100
神山町役場 産業観光課 内
TEL 088-676-1118 FAX 088-676-1100
松茂町支部
〒771-0295 松茂町広島字東裏30
松茂町役場 産業環境課 内
TEL 088-699-8714 FAX 088-699-2141
北島町支部
〒771-0285 北島町中村字上地23-1
北島町役場 まちみらい課 内
TEL 088-698-9806 FAX 088-698-3642
藍住町支部
〒771-1292 藍住町奥野字矢上前52-1
藍住町役場 建設産業課 産業支援室 内
TEL 088-637-3120 FAX 088-637-3152
板野町支部
〒779-0192 板野町吹田字町南22-2
板野町役場 産業課 内
TEL 088-672-5994 FAX 088-672-5553
上板町支部
〒771-1392 上板町七條字経塚42
上板町役場 産業課 内
TEL 088-694-6806 FAX 088-694-5903
徳島地区支部
〒770-0855 徳島市新蔵町1-67
東部農林水産局〈徳島〉 林業振興担当
TEL 088-626-8583 FAX 088-626-8736
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阿南市支部
〒774-8501 阿南市富岡町トノ町12番地3
阿南市役所 農林水産課 内
TEL 0884-22-1598 FAX 0884-23-4944
那賀町支部
〒771-5408 那賀町吉野字弥八かへ23
那賀町役場 林業振興課 内
TEL 0884-62-1175 FAX 0884-62-1239
阿南地区支部
〒771-5408 那賀町吉野字弥八かへ64-1
南部総合県民局 那賀庁舎 林業振興担当
TEL 0884-62-3371 FAX 0884-62-3375
美波町支部
〒779-2395 美波町奥河内字本村18-1
美波町役場 産業振興課 内
TEL 0884-77-3617 FAX 0884-77-1666
牟岐町支部
〒775-8570 牟岐町大字中村字本村7-4
牟岐町役場 産業課 内
TEL 0884-72-3420 FAX 0884-72-2716
海陽町支部
〒775-0595 海陽町宍喰浦字宍喰364-1
海陽町役場 農林水産課 内
TEL 0884-76-1511 FAX 0884-76-2874
美波町支部
〒779-2305 美波町奥河内字弁財天17-1
南部総合県民局 美波庁舎 産業交流部林務担当
TEL 0884-74-7485 FAX 0884-74-7379
吉野川市支部
〒776-8611 吉野川市鴨島町鴨島115-1
吉野川市役所 農林業振興課 内
TEL 0883-22-2223 FAX 0883-22-2237
阿波市支部
〒771-1695 市場町切幡字古田201-1
阿波市役所 産業経済部 農地整備課
TEL 0883-36-8721 FAX 0883-36-8762
吉野川地区支部
〒779-3304 吉野川市川島町大字宮島736-1
東部農林水産局〈吉野川〉 林務担当
TEL 0883-26-3791 FAX 0883-26-3996
美馬市支部
〒777-8577 美馬市穴吹町穴吹字九反地5
美馬市役所 農林課 内
TEL 0883-52-5609 FAX 0883-52-1200
つるぎ町支部
〒779-4195 つるぎ町貞光字東浦1-3
つるぎ町役場 産業経済課 内
TEL 0883-62-3111 FAX 0883-55-1051
美馬地区支部
〒779-3602 美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
西部総合県民局〈美馬〉 林業振興担当
TEL 0883-53-2273 FAX 0883-53-2087
三好市支部
〒778-0002 三好市池田町マチ2145-1
三好市役所分庁舎 農林政策課 内
TEL 0883-72-7618 FAX 0883-72-7690
東みよし町支部
〒771-2595 東みよし町昼間3673-1
東みよし町役場三好庁舎 産業課 内
TEL 0883-79-5339 FAX 0883-79-3235
三好地区支部
〒778-0002 三好市池田町マチ2415
西部総合県民局 三好庁舎 林業振興担当
TEL 0883-76-0675 FAX 0883-76-0458

