
事業所一覧 (令和 3年 4月 12日時点) 

 

本店 

監査室    ☎（0198）23-3566 FAX（0198）22-7784 〒025-8504 花巻市野田 316-1 

リスク管理室 ☎（0198）29-4034 FAX（0198）22-7784 〒025-8504 花巻市野田 316-1 

企画管理部  ☎（0198）23-3333 FAX（0198）24-9178 〒025-8504 花巻市野田 316-1 

金融部     

本店営業課   ☎（0198）23-0984 FAX（0198）41-1541 

 ローンセンター ☎（0198）22-6277 FAX（0198）41-1541 

共済部    ☎（0198）22-6255 FAX（0198）24-9357 〒025-8504 花巻市野田 316-1 

※夜間・休日事故受付 ➿（0120）258-931 

 

営農部  

営農企画課 ☎（0198）23-0985 FAX（0198）22-3390 〒025-8504 花巻市野田 335-2 

米穀販売課 ☎（0198）22-6150 FAX（0198）22-3390  

園芸販売課 ☎（0198）22-6217 FAX（0198）22-3390  

畜産販売課 ☎（0198）23-3672 FAX（0198）24-9536 〒025-0084 花巻市桜町一丁目 294-5 

生産資材課 ☎（0198）22-6192 FAX（0198）24-9713 〒025-8504 花巻市野田 335-2 

  グリーンセンター花巻 ☎（0198）24-9474 FAX（0198）24-9713 

  グリーンセンター石鳥谷☎（0198）45-6767 FAX（0198）45-6784 〒028-3111花巻市石鳥谷町新堀 55-51-1 

  グリーンセンター大迫 ☎（0198）48-3114 FAX（0198）48-3127 〒028-3203 花巻市大迫町大迫 4-41 

  グリーンセンター東和 ☎（0198）42-3117 FAX（0198）43-1195 〒028-0114 花巻市東和町土沢 6区 111 

  グリーンセンター北上 ☎（0197）71-1335 FAX（0197）68-4615 〒024-8505 北上市流通センター19-33 

  北上受注センター（フリーダイヤル）☎（0800）800-5581 FAX（0800）800-5582 

  グリーンセンター西和賀☎（0197）85-3303 FAX（0197）85-2949 〒029-5612 西和賀町沢内字大野 12-158 

  グリーンセンター遠野 ☎（0198）62-3174 FAX（0198）62-8408 〒028-0541 遠野市松崎町白岩 25-24-2 

 

産直 

産直課         ☎（0198）24-2914 FAX（0198）24-9670 〒025-8504 花巻市野田 335-2 

 農産物直売所 

母ちゃんハウスだぁすこ☎（0198）24-2914 FAX（0198）24-9670 〒025-8504 花巻市野田 335-2 

 はなまき特産物直売所 

すぎの樹☎（0198）39-1788  FAX（0198）39-1788 〒025-0131 岩手県花巻市轟木 7-203  

 北上産地直売所 

あぜみち☎（0197）71-1338 FAX（0197）71-1339 〒024-8505 北上市流通センター601-8 

 産直母ちゃんハウス 

     だぁすこ沿岸店☎（0193）42-8151 FAX（0193）42-5465 〒028-1131 大槌町大槌 16-28 

 

健康福祉部 

福祉課         ☎（0198）27-3890 FAX（0198）27-2661 〒025-0323 花巻市椚ノ目 4-99-1 

指定居宅介護支援事業所 ☎（0198）37-2251 FAX（0198）27-2661 

のぞみホームヘルプステーション ☎（0198）37-2253 FAX（0198）27-2661 



ディサービスセンターグリーンホーム落合 ☎（0198）37-1151 FAX（0198）27-3891  

ディサービスセンターグリーンホームいしどりや 

           ☎（0198）45-1611 FAX（0198）46-1202 〒028-3111 花巻市石鳥谷町新堀 40-31-1 

介護センターにいぼり☎（0198）45-3513 FAX（0198）45-3583 

指定居宅介護支援きたかみ事業所 

           ☎（0197）71-7373 FAX（0197）71-7375 〒024-0334 北上市和賀町藤根 18-39-3 

訪問介護きたかみ事業所 

 ☎（0197）71-7373 FAX（0197）71-7375 

小規模多機能ホームえんで 

☎（0197）68-2121 FAX（0197）68-2122 〒024-0001 北上市飯豊 22-45-1 

グリーンホーム落合 ☎（0198）27-3390 FAX（0198）27-3455 〒025-0323 花巻市椚ノ目 4-99-1 

はつらつ長寿館   ☎（0198）43-1234 FAX（0198）42-1080 〒028-0114 花巻市東和町土沢 6区 103 

グループホームとどろき 

 ☎（0198）41-9701 FAX（0198）29-2785 〒025-0132 花巻市北笹間 13-71 

 

花巻地域 

花巻地域営農グループ  

営農振興課     ☎（0198）29-5881 FAX（0198）22-3390 〒025-8504 花巻市野田 335-2 

 米穀課       ☎（0198）22-6150 FAX（0198）22-3390 

 園芸課       ☎（0198）22-6217 FAX（0198）22-3390 

営農センター 

[太田支店・笹間支店管轄] 

営農センター花巻西部 ☎（0198）28-4141  FAX（0198）28-4384 〒025-0037 花巻市太田 46-17 

[石鳥谷支店・石鳥谷東支店管轄] 

営農センター石鳥谷  ☎（0198）45-6770 FAX（0198）45-6784 〒028-3111 花巻市石鳥谷町新堀 55-51-1 

[大迫町支店管轄] 

営農センター大迫   ☎（0198）48-3113 FAX（0198）48-3127 〒028-3203 花巻市大迫町大迫 4-41 

[東和町支店管轄] 

営農センター東和   ☎（0198）42-3114 FAX（0198）42-3141 〒028-0114 花巻市東和町土沢 6区 111 

 

花巻支店・宮野目支店 ☎（0198）24-9111 FAX（0198）24-9113 〒025-0089 花巻市豊沢町 244-1 

      営農係用 ☎（0198）23-5241    

旧宮野目店舗営農係用 ☎（0198）26-2021  FAX（0198）26-3125 〒025-0003 花巻市東宮野目 1-60           

矢沢支店       ☎（0198）23-5218 FAX（0198）23-5244 〒025-0016 花巻市高木 11-75 

       営農係用 ☎（0198）23-5210  FAXは支店と同番号 

湯本支店       ☎（0198）27-2326 FAX（0198）27-2400 〒025-0304 花巻市湯本 4-31-8 

       営農係用 ☎（0198）27-5344  FAXは支店と同番号 

湯口支店       ☎（0198）28-2224 FAX（0198）28-2919 〒025-0042 花巻市円万寺字法船 134-3 

      営農係用 ☎（0198）28-2535 FAXは支店と同番号 

笹間支店・太田支店  ☎（0198）29-2211 FAX（0198）29-3004 〒025-0132 花巻市北笹間 13-45 

石鳥谷支店      ☎（0198）45-6331 FAX（0198）45-6333 〒028-3163 花巻市石鳥谷町八幡 4-160 

石鳥谷東支店        ☎（0198）45-3511 FAX（0198）45-3512 〒028-3111 花巻市石鳥谷町新堀 55-51-1 



大迫町支店      ☎（0198）48-3111 FAX（0198）48-2251 〒028-3203 花巻市大迫町大迫 4-41 

東和町支店      ☎（0198）42-3111 FAX（0198）42-3110 〒028-0114 花巻市東和町土沢 6区 111 

 

北上地域 

北上地域営農グループ  

 営農振興課 ☎（0197）71-1330 FAX（0197）68-4620  〒024-8505 北上市流通センター19-33 

 米穀課     ☎（0197）71-1332 FAX（0197）68-4620 

園芸課   ☎（0197）71-1333 FAX（0197）68-4620 

営農センター 

※営農部畜産販売課職員駐在 ☎（0197）71-1334 FAX（0197）68-4621 

[和賀町支店・岩崎支店・横川目支店管轄] 

営農センター北上西部 ☎（0197）73-7116 FAX（0197）73-7119 〒024-0334 北上市和賀町藤根 18-39-3 

 

北上支店・みなみ支店・さくら支店・二子支店 

☎（0197）71-1300 FAX（0197）68-4600 〒024-8505 北上市流通センター19-33 

和賀町支店・岩崎支店・横川目支店  

☎（0197）73-5111 FAX（0197）73-5115 〒024-0334 北上市和賀町藤根 18-39-3 

江釣子支店  ☎（0197）77-2511 FAX（0197）77-3133 〒024-0071 北上市上江釣子 17-210-1 

 

西和賀地域 

西和賀地域営農グループ  

営農振興課  ☎（0197）85-3301 FAX（0197）85-3309 〒029-5612 西和賀町沢内字大野 12-150 

米穀園芸課  ☎（0197）85-3301 FAX（0197）85-3309 

畜産販売課  ☎（0197）85-3301 FAX（0197）85-3309 

湯田支店・沢内支店 ☎（0197）85-3211 FAX（0197）85-3213 〒029-5612 西和賀町沢内字大野 12-150 

 

遠野地域 

遠野地域営農グループ 

営農振興課 ☎（0198）62-9585 FAX（0198）62-8408 〒028-0541 遠野市松崎町白岩 25-24-2 

米穀課   ☎（0198）62-5161 FAX（0198）62-8408 

畜産課   ☎（0198）62-5160 FAX（0198）62-8408 

園芸課   ☎（0198）62-9559 FAX（0198）62-2243 〒028-0501 遠野市青笹町糠前 18-2-1 

営農センター 

[大槌支店・鵜住居支店・釜石支店管轄] 

営農センター沿岸 ☎（0193）42-7715 FAX（0193）42-7602 〒028-1131 大槌町大槌 16-28 

 

遠野支店・上郷支店・宮守支店 

☎（0198）62-2055 FAX（0198）62-9455 〒028-0541 遠野市松崎町白岩 15-10-1 

大槌支店       ☎（0193）42-4170 FAX（0193）42-7602 〒028-1131 上閉伊郡大槌町大槌 16-28 

釜石支店・鵜住居支店 ☎（0193）22-2284 FAX（0193）22-2287 〒026-0025 釜石市大渡町 1-1-11 

 

 



子会社 

㈱ＪＡグリーンサービス花巻 ☎（0198）23-1211 FAX（0198）22-7900 〒025-0052 花巻市野田 307-1 

遠野地域統括部       ☎（0198）62-8450 FAX（0198）62-3535 〒028-0541 遠野市松崎町白岩 15-7-5 

農機課・農機センター花巻 ☎（0198）23-2110 FAX（0198）22-7900 〒025-0052 花巻市野田 307-1 

農機センター石鳥谷    ☎（0198）47-2111 FAX（0198）47-2470 〒028-3131 花巻市石鳥谷猪鼻 7-68-1 

農機センター東和     ☎（0198）42-4006 FAX（0198）42-3250 〒028-0114 花巻市東和町土沢 6区 111 

農機センター北上     ☎（0197）77-5061 FAX（0197）77-5121 〒024-0071 北上市上江釣子 17-36-3 

農機センター西和賀    ☎（0197）85-3215 FAX（0197）85-2109 〒029-5612 西和賀町沢内字大野 12-158 

農機センター遠野     ☎（0198）62-0586 FAX（0198）62-9297 〒028-0541 遠野市松崎白岩 25-24-1 

 

ガス課・LPGセンター花巻 ☎（0198）31-3200 FAX（0198）31-3280 〒025-0012 花巻市胡四王 1-3-3 

LPGセンター北上     ☎（0197）68-4800 FAX（0197）68-4801 〒024-0014 北上市流通センター601-8 

LPGセンター西和賀    ☎（0197）85-3332 FAX（0197）85-2103 〒029-5614 西和賀町沢内字太田 2-81-1 

LPGセンター遠野     ☎（0198）62-5394 FAX（0198）62-1088 〒028-0541 遠野市松崎町白岩 25-24-1 

LPGセンター大槌     ☎（0193）42-2668 FAX（0193）42-2668 〒028-1131 上閉伊郡大槌町大槌 16-25 

 

石油課  ☎（0198）27-4012 FAX（0198）27-4010 〒025-0323 花巻市椚ノ目 3-3-1 

配送センター ➿（0120）194-813 

ガソリンスタンドセルフ花巻 ☎(0198)21-3030 FAX(0198)23-3664 〒025-0052 花巻市野田 362-1 

ガソリンスタンドセルフ矢沢 ☎(0198)23-5245 FAX(0198)23-5346 〒025-0016 花巻市高木 19-42-3 

ガソリンスタンド湯本    ☎(0198)27-2024 FAX(0198)27-2929 〒025-0304 花巻市湯本 4-40-1 

ガソリンスタンド新田    ☎(0198)24-5924 FAX(0198)23-7780 〒025-0043 花巻市上根子字谷地 176-2 

ガソリンスタンド西南    ☎(0198)28-4143 FAX(0198)28-3475 〒025-0037 花巻市太田 31-292-3 

ガソリンスタンド八重畑   ☎(0198)47-2279 FAX(0198)47-2279 〒028-3131 花巻市石鳥谷町猪鼻 7-70-1 

ガソリンスタンドセルフ八幡 ☎(0198)45-3200 FAX(0198)45-3200 〒028-3163 花巻市石鳥谷町八幡 23-125-2 

ガソリンスタンドセルフ大迫 ☎(0198)48-2184 FAX(0198)48-2184 〒028-3203 花巻市大迫町大迫 11-13-1 

ガソリンスタンドセルフ東和 ☎(0198)42-4201 FAX(0198)42-3700 〒028-0114 花巻市東和町土沢 6区 151 

ガソリンスタンドセルフ江釣子☎(0197)71-5522 FAX(0197)77-5057 〒024-0071 北上市上江釣子 16-85-1 

ガソリンスタンド沢内    ☎(0197)85-3332 FAX(0197)85-2103 〒029-5614 西和賀町沢内字太田 2-81-1 

ガソリンスタンド青笹    ☎（0198）62-2303 FAX（0198）63-1022 〒028-0503 遠野市青笹町青笹 23-2-25 

ガソリンスタンド遠野八幡  ☎（0198）62-3175 FAX（0198）63-1021 〒028-0541 遠野市松崎町白岩 25-16 

 

自動車課・車両センター花巻 ☎（0198）23-0750 FAX（0198）24-9345 〒025-0051 花巻市南新田 243-1 

車両センター東和      ☎（0198）42-3116 FAX（0198）42-4133 〒028-0114 花巻市東和町土沢 6区 90 

車両センター遠野      ☎（0198）62-0586 FAX（0198）62-9297 〒028-0541 遠野市松崎町白岩 25-24-1 

 

花巻葬祭センター事業本部 ☎（0198）22-4382 FAX（0198）22-4383 〒025-0089 花巻市豊沢町 8-8 

※年中無休・24時間受付  ➿（0120）910-982 

葬祭センターとおの   ☎（0198）62-3233 FAX（0198）62-2479 〒028-0541 遠野市松崎白岩 15-7-5 

ハヤチネフーズ事業本部  ☎（0198）48-3144 FAX（0198）48-3380 〒028-3203 花巻市大迫町大迫 11-39-4 

プロ農夢花巻事業本部   ☎（0198）28-4649 FAX（0198）38-1254 〒025-0037 花巻市太田 42-239 

以 上 


