
選挙区 区域 社員 投開票場所 選挙管理者

名称 数 住所 選挙管理事務所（住所）

第１区 道東地区 1 ホクレン十勝家畜市場 清水 豊

北海道１ (十勝・網走・根室 北海道河東郡音更町字音更西 十勝農業協同組合連合会(北海道

・釧路) ２線9-1 帯広市西３条南７丁目14)

第２区 道央・道北地区 1 ホクレン南北海道家畜市場 曽我部 健

北海道２ (石狩・空知・留萌 北海道勇払郡安平町早来 一般社団法人北海道酪農畜産協

・日高・上川・ 新栄４ 会(北海道札幌市中央区北４条西１

宗谷・胆振) 丁目１番地)

第３区 道南地区 1 ホクレン南北海道家畜市場 松下 博樹

北海道３ （後志・渡島・檜 北海道勇払郡安平町早来 一般社団法人北海道酪農畜産協

山） 新栄４ 会(北海道札幌市中央区北４条西１

丁目１番地)

第４区 青森県全域 1 青森県畜産農業協同組合 立花 康男

青森県 連合会 公益社団法人全国和牛登録協会

青森県上北郡七戸町鶴児平 青森県支部(青森県上北郡七戸町

72-1 鶴児平72-1)

第５区 宮古市・久慈市・ 1 全農岩手県本部中央家畜市場 関口 清助

岩手県１ 二戸市・岩泉町・ 岩手県岩手郡雫石町七ツ森 全国農業協同組合連合会岩手県

山田町・洋野町・ 20-１ 本部(岩手県岩手郡雫石町七ツ森

軽米町・九戸村・ 20-１)

一戸町・田野畑村

第６区 盛岡市(玉山区)・八 1 全農岩手県本部中央家畜市場 佐々木 昇

岩手県２ 幡平市・滝沢市・ 岩手県岩手郡雫石町七ツ森 全国農業協同組合連合会岩手県

岩手町・雫石町・ 20-１ 本部(岩手県岩手郡雫石町七ツ森

葛巻町 20-１)

第７区 盛岡市(玉山区を除 1 全農岩手県本部中央家畜市場 菊池 智栄

岩手県３ く)・柴波町・矢巾 岩手県岩手郡雫石町七ツ森 全国農業協同組合連合会岩手県

町 20-１ 本部(岩手県岩手郡雫石町七ツ森

20-１)

第８区 花巻市・北上市・ 1 全農岩手県本部中央家畜市場 多田 和弘

岩手県４ 遠野市・釜石市・ 岩手県岩手郡雫石町七ツ森 全国農業協同組合連合会岩手県

西和賀町・大槌町 20-１ 本部(岩手県岩手郡雫石町七ツ森

20-１)

第９区 奥州市・大船渡市 1 全農岩手県本部中央家畜市場 高橋 先雄

岩手県５ ・陸前高田市・金 岩手県岩手郡雫石町七ツ森 全国農業協同組合連合会岩手県

ヶ崎町・住田町 20-１ 本部(岩手県岩手郡雫石町七ツ森

20-１)

第10区 一関市・平泉町 1 全農岩手県本部中央家畜市場 三浦 善昭

岩手県６ 岩手県岩手郡雫石町七ツ森 全国農業協同組合連合会岩手県

20-１ 本部(岩手県岩手郡雫石町七ツ森

20−１)

選挙区の社員数並びに投票・開票の場所



選挙区の社員数並びに投票・開票の場所

選挙区 区域 社員 投開票場所 選挙管理者

名称 数 住所 選挙管理事務所（住所）

第11区 岩沼市・名取市・ 1 全農宮城県本部みやぎ総合 小室 富義

宮城県１ 角田市・白石市・ 家畜市場 公益社団法人全国和牛登録協会

刈田郡・伊具郡・ 宮城県遠田郡美里町北浦生地 宮城県支部(宮城県遠田郡美里町

柴田郡・亘理郡 22-1 北浦生地22-1)

第12区 仙台市・大崎市・ 1 全農宮城県本部みやぎ総合 山口 寿

宮城県２ 石巻市・東松島市 家畜市場 公益社団法人全国和牛登録協会

・塩竃市・黒川郡 宮城県遠田郡美里町北浦生地 宮城県支部(宮城県遠田郡美里町

・宮城郡・遠田郡 22-1 北浦生地22-1)

・加美郡

第13区 栗原市 1 全農宮城県本部みやぎ総合 兵藤 浩

宮城県３ 家畜市場 公益社団法人全国和牛登録協会

宮城県遠田郡美里町北浦生地 宮城県支部(宮城県遠田郡美里町

22-1 北浦生地22-1)

第14区 登米市・気仙沼市 1 全農宮城県本部みやぎ総合 皆川 栄幸

宮城県４ ・本吉郡 家畜市場 公益社団法人全国和牛登録協会

宮城県遠田郡美里町北浦生地 宮城県支部(宮城県遠田郡美里町

22-1 北浦生地22-1)

第15区 秋田県全域 1 公益社団法人全国和牛登録協 伊藤 穣

秋田県 会秋田県支部 公益社団法人全国和牛登録協会

秋田県秋田市中通6丁目7-9 秋田県支部(秋田県秋田市中

秋田県畜産会館6階 通6丁目7-9 秋田県畜産会館

6階)

第16区 山形県全域 1 公益社団法人全国和牛登録協 遠藤 順一

山形県 会山形県支部 公益社団法人全国和牛登録協会

山形県天童市長岡北4-7-30 山形県支部(山形県天童市長岡北

JA全農山形山形地区センタ- 4-7-30 JA全農山形山形地区セ

内 ンタ-内)

第17区 福島市・伊達郡・ 1 福島県家畜市場 佐久間 寿一

福島県１ 伊達市・二本松市 福島県本宮市関下字神座 全国農業協同組合連合福島県本

・本宮市・安達郡 102-2 部畜産部(福島県郡山市田村町金

・相馬市・南相馬 屋字川久保23)

市・郡山市・田村

市・田村郡・いわ

き市・双葉郡全域

第18区 須賀川市・石川郡 1 ＪＡ全農福島郡山総合施設 瀬谷 寛隆

福島県２ ・岩瀬郡・白河市 福島県郡山市田村町金屋字 全国農業協同組合連合福島県本

・西白河郡・東白 川久保23 部畜産部(福島県郡山市田村町金

河郡・会津全域 屋字川久保23)



選挙区の社員数並びに投票・開票の場所

選挙区 区域 社員 投開票場所 選挙管理者

名称 数 住所 選挙管理事務所（住所）

第19区 茨城県・群馬県・ 1 全農茨城県本部家畜市場 仁瓶 仁一

関東 埼玉県・千葉県・ 茨城県常陸大宮市鷹巣諏訪台 全農茨城県本部家畜市場

東京都・山梨県 1836-1 （茨城県常陸大宮市鷹巣諏訪台

公益社団法人群馬県畜産協会 1836-1）

群馬県前橋市亀里町1310

一般社団法人埼玉県畜産会

事務所

埼玉県熊谷市須賀広７８４番地

千葉家畜市場

千葉県千葉市若葉区若松町43

2-35

全国農業協同組合連合会東京

都本部

東京都立川市柴崎町３-５-２４

山梨県家畜改良協会

山梨県中巨摩郡昭和町西条38

52-3

第20区 栃木県全域 1 全農とちぎ矢板家畜市場 軽部 立雄

栃木県 栃木県矢板市越畑明神前 公益社団法人栃木県畜産協会

328-1 (栃木県宇都宮市平出工業団地

６番７)

第21区 新潟県・富山県・ 1 全国農業協同組合連合会新潟 高沢 静雄

北陸 石川県・福井県 県本部 全国農業協同組合連合会新潟県

新潟県新潟市西区山田2310番 本部(新潟県新潟市西区山田2310

地15 番地15)

公益社団法人富山県畜産振興

協会

富山県富山市手屋三丁目10番

15号

公益社団法人全国和牛登録協

会石川県支部

石川県金沢市古府１丁目２１７

番地

公益社団法人全国和牛登録協

会福井県支部

福井県福井市高木中央2-4202

第22区 長野県全域 1 長野県中央家畜市場 渡沢 喜浩

長野県 長野県木曽郡木曽町608番地1 全国農業協同組合連合会長野県

本部(長野県長野市南長野北石堂

町1177-3)



選挙区の社員数並びに投票・開票の場所

選挙区 区域 社員 投開票場所 選挙管理者

名称 数 住所 選挙管理事務所（住所）

第23区 岐阜県全域 1 公益社団法人全国和牛登録協 伊藤 善明

岐阜県 会岐阜県支部 公益社団法人全国和牛登録協会

岐阜県岐阜市下奈良２丁目2-1 岐阜県支部(岐阜県岐阜市下奈良

２丁目2-1)

第24区 神奈川県・静岡県 1 神奈川県肉用牛協会事務局 楠本 哲嗣

東海中部 ・三重県・滋賀県 神奈川県平塚市土屋1275‐1 公益社団法人畜産協会わかやま

・大阪府・奈良県 事務所(和歌山市美園町５丁目１番

・和歌山県 静岡県経済農業協同組合連合 地の１ 和歌山県JAビル５階)

会

静岡県静岡市駿河区曲金3丁

目8番1号

全農三重県本部畜産部事務所

三重県津市一身田平野護摩田

6

一般社団法人滋賀県畜産振興

協会

滋賀県近江八幡市鷹飼町北4

丁目12-2

大阪畜産農業協同組合

大阪府堺市南区畑1627

奈良県農業協同組合本店

奈良県奈良市大森町57番地の

3

公益社団法人畜産協会わかや

ま 事務所

和歌山市美園町５丁目１番地の

１ 和歌山県JAビル５階

第25区 愛知県全域 1 愛知県農業協同組合新城営農 天野 勇治

愛知県 センタ- 愛知県和牛改良協会(愛知県名古

愛知県新城市平井字中田６-１ 屋市中区丸の内3-4-10)

第26区 京都府・鳥取県 1 公益社団法人全国和牛登録協 大森 智司

山陰 会京都府支部 公益社団法人鳥取県畜産推進機

京都府京都市中京区壬生東高 構(鳥取県鳥取市末広温泉町723

田町１-15 番地)

鳥取県中央家畜市場

鳥取県東伯郡琴浦町大字湯坂

350-1

第27区 淡路市・洲本市・ 1 淡路家畜市場 溝下 勝朗

兵庫県１ 南あわじ市 兵庫県淡路市塩田新島3-1 淡路日の出農業協同組合(兵庫県

淡路市志筑3112-14)

第28区 淡路市・洲本市・ 1 但馬家畜市場 淀 貴至

兵庫県２ 南あわじ市の３市 兵庫県養父市大薮1168 たじま農業協同組合(兵庫県養父

を除く全域 市大薮1168)



選挙区の社員数並びに投票・開票の場所

選挙区 区域 社員 投開票場所 選挙管理者

名称 数 住所 選挙管理事務所（住所）

第29区 安来市・松江市・ 1 島根県農業協同組合島根中央 福本 修

島根県１ 雲南市・出雲市・ 家畜市場 公益社団法人全国和牛登録協会

大田市・江津市桜 島根県松江市宍道町白石1720 島根県支部(島根県松江市殿町

江町・奥出雲町・ 19-１)

飯南町・美郷町・

川本町・邑南町・

隠岐の島町・

西ノ島町・海士町

・知夫村

第30区 江津市（桜江町を 1 島根農業協同組合島根県西部 上山 登三

島根県２ 除く）・浜田市・ 家畜市場 公益社団法人全国和牛登録協会

益田市・津和野町 島根県益田市遠田町954 島根県支部(島根県松江市殿町

・古賀町 19-１)

第31区 岡山県全域 1 全農岡山県本部総合家畜市場 山本 日吉司

岡山県 岡山県真庭市草加部1810 公益社団法人全国和牛登録協会

岡山県支部(岡山県真庭市草加部

1810)

第32区 広島県全域 1 全農広島県本部三次家畜市場 藤山 明春

広島県 広島県三次市西酒屋町大久保 全国農業協同組合連合会広島県

511 本部(広島県三次市西酒屋町大久

保511)

第33区 山口県・徳島県・ 1 公益社団法人山口県畜産振興 矢次 利典

山陽四国 香川県・愛媛県・ 協会 公益社団法人山口県畜産振興協

高知県 山口県山口市小郡下郷2139 会(山口県山口市小郡下郷2139)

公益社団法人徳島県畜産協会

会議室

徳島県徳島市北佐古一番町61

番11号

香川県農業協同組合営農部

香川県高松市一宮町字刷塚14

31番地1

公益社団法人愛媛県畜産協会

愛媛県松山市三番町4-4-7

一般社団法人高知県畜産会

高知県高知市五台山5015-1

第34区 福岡県・佐賀県 1 公益社団法人福岡県畜産協会 北島 繁安

北九州 福岡県福岡市博多区千代４丁 公益社団法人全国和牛登録協会

目1-27 佐賀県支部(佐賀県多久市北多久

ＪＡさが畜産センタ- 町大字小侍1922)

佐賀県多久市北多久町大字小

侍1922

第35区 壱岐市地区 1 壱岐家畜市場・会議室 久保 昭

長崎県１ 長崎県壱岐市芦辺町国分東触 壱岐市農業協同組合畜産部(長崎

678 県壱岐市芦辺町国分東触678)



選挙区の社員数並びに投票・開票の場所

選挙区 区域 社員 投開票場所 選挙管理者

名称 数 住所 選挙管理事務所（住所）

第36区 五島市地区 1 五島家畜市場 山口 勝義

長崎県２ 長崎県五島市吉久木町938 ごとう農業協同組合畜産事業所

(長崎県五島市吉久木町938)

第37区 本土地区（長崎市 1 公益社団法人全国和牛登録協 柿山 享

長崎県３ ・諫早市・西海市 会長崎県支部 公益社団法人全国和牛登録協会

・雲仙市・南島原 長崎県長崎市銭座町3-3 長崎県支部(長崎県長崎市銭座町

市・佐世保市・平 3-3)

戸市・松浦市・大

村市・島原市・小

値賀町・佐々町・

東彼杵郡・川棚町

・波佐見町）

第38区 熊本地方・宇城地 1 熊本県畜産農業協同組合 池田 春生

熊本県１ 方・玉名地方・鹿 本所事務所 熊本県畜産農業協同組合(熊本県

本地方・菊池地方 熊本県熊本市東区桜木6-3-54 熊本市東区桜木6-3-54)

・阿蘇地方・上益

城地方・八代地方

第39区 芦北地方・天草地 1 天草畜産農業協同組合 井上 美智信

熊本県２ 方・球磨地方 熊本県天草市佐伊津町682 天草畜産農業協同組合(熊本県天

草市佐伊津町682)

第40区 大分県全域 1 公益社団法人全国和牛登録協 新谷 正富士

大分県 会大分県支部 公益社団法人全国和牛登録協会

大分県大分市古国府1220番地 大分県支部(大分県大分市古国府

1220番地)

第41区 宮崎中央支所 1 公益社団法人全国和牛登録協 永野 正純

宮崎県１ 会宮崎県支部宮崎中央支所 宮崎中央農業協同組合畜産部

（宮崎中央農業協同組合家畜 (宮崎県宮崎市大字跡江土手外

市場） 198)

宮崎県宮崎市大字跡江土手外

198

第42区 南那珂支所 1 公益社団法人全国和牛登録協 久保田 悟

宮崎県２ 会宮崎県支部南那珂支所（南 南那珂地域家畜市場

那珂地域家畜市場） 宮崎県串間市大字大平5677

宮崎県串間市大字大平5677

第43区 都城支所 1 公益社団法人全国和牛登録協 友重 義信

宮崎県３ 会宮崎県支部都城支所（都城 都城農業協同組合

農業協同組合） 宮崎県都城市上川東3-4-1

宮崎県都城市上川東3-4-1

第44区 西諸県支所 1 公益社団法人全国和牛登録協 東梅 住男

宮崎県４ 会宮崎県支部西諸県支所（小 西諸県郡市畜産販売農業協同組

林地域家畜市場） 合連合会(宮崎県小林市大字南西

宮崎県小林市大字南西方1112 方1112)



選挙区の社員数並びに投票・開票の場所

選挙区 区域 社員 投開票場所 選挙管理者

名称 数 住所 選挙管理事務所（住所）

第45区 児湯支所 1 公益社団法人全国和牛登録協 竹本 修

宮崎県５ 会宮崎県支部児湯支所（児湯 公益社団法人全国和牛登録協会

地域家畜市場） 宮崎県支部児湯支所(宮崎県児湯

宮崎県児湯郡新富町大字新田 郡新富町大字新田北畦原21696-

北畦原21696-1 1)

第46区 東臼杵支所 1 公益社団法人全国和牛登録協 奥山 勝

宮崎県６ 会宮崎県支部東臼杵支所（延 東臼杵郡市畜産農業協同組合連

岡家畜市場） 合会(宮崎県延岡市櫛津町3060)

宮崎県延岡市櫛津町3060

第47区 西臼杵支所 1 公益社団法人全国和牛登録協 甲斐 浩二

宮崎県７ 会宮崎県支部西臼杵支所（高 高千穂地区農業協同組合(宮崎県

千穂家畜市場） 西臼杵郡高千穂町大字三田井1)

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字

三田井1

第48区 鹿児島中央地区 1 鹿児島中央家畜市場 亀田 明美

鹿児島県１ 鹿児島県日置市伊集院町麦生 鹿児島中央畜産農業協同組合連

田2810-1 合会(鹿児島県日置市伊集院町麦

生田2810-1)

第49区 いぶすき地区 1 指宿中央家畜市場 高田 浩文

鹿児島県２ 鹿児島県指宿市開聞十町2580 いぶすき農業協同組合畜産部畜

産課(鹿児島県指宿市山川成川

3830番地)

第50区 川辺地区 1 鹿児島中央家畜市場 大渡 末治

鹿児島県３ 鹿児島県日置市伊集院町麦生 南さつま農業協同組合(鹿児島県

田2810-1 南九州市知覧町郡17285)

第51区 川内・薩摩・伊佐 1 薩摩中央家畜市場 吉祥庵 豊実

鹿児島県４ 地区 鹿児島県薩摩郡さつま町船木 北さつま農業協同組合畜産部

山中4730 (鹿児島県薩摩郡さつま町船木

4730)

第52区 出水地区 1 出水中央家畜市場 山口 正成

鹿児島県５ 鹿児島県出水市野田町一町田 鹿児島いずみ農業協同組合

4000 (鹿児島県出水市高尾野町下水流

890番地)

第53区 姶良地区 1 姶良中央家畜市場 柴山 博文

鹿児島県６ 鹿児島県霧島市隼人町西光寺 あいら農業協同組合畜産部(鹿児

496 島県霧島市隼人町西光寺496)

第54区 曽於地区 1 曽於中央家畜市場 福留 辰男

鹿児島県７ 鹿児島県曽於市大隅町月野19 そお鹿児島農業協同組合畜産部

84 (鹿児島県曽於市大隅町月野

1984)

第55区 肝属地区 1 肝属中央家畜市場 貫見 広幸

鹿児島県８ 鹿児島県鹿屋市田崎町1147番 鹿児島きもつき農業協同組合(鹿

地1 児島県鹿屋市田崎町1147番地1)



選挙区の社員数並びに投票・開票の場所

選挙区 区域 社員 投開票場所 選挙管理者

名称 数 住所 選挙管理事務所（住所）

第56区 熊毛地区 1 種子島家畜市場 黒木 重一

鹿児島県９ 鹿児島県熊毛郡中種子町納官 種子屋久農業協同組合(鹿児島県

3771 熊毛郡中種子町納官3771)

第57区 大島地区 1 与論家畜市場 朝木 祥二郎

鹿児島県 鹿児島県大島郡与論町茶花南 あまみ農業協同組合天城事業本

10 窪舎1135 部(鹿児島県大島郡天城町天城

沖永良部家畜市場 459-1)

鹿児島県大島郡和泊町内城

477

徳之島中央家畜市場

鹿児島県大島郡天城町西阿木

名1286-93

喜界家畜市場

鹿児島県大島郡喜界町赤連山

水2901-10

笠利家畜市場

鹿児島県奄美市笠利町万屋ｵ

ｵｶﾘﾖ1989

瀬戸内家畜市場

鹿児島県大島郡瀬戸内町大字

瀬戸手安字瀬戸田原7921

第58区 沖縄本島及び周辺 1 公益社団法人沖縄県家畜改良 園田 三郎

沖縄県１ 離島 協会那覇事務所 公益社団法人沖縄県家畜改良協

沖縄県那覇市古波蔵1丁目24 会(沖縄県那覇市古波蔵1丁目24

番28号 番28号)

第59区 宮古地域 1 公益社団法人沖縄県家畜改良 川上 政彦

沖縄県２ 協会宮古出張所 公益社団法人沖縄県家畜改良協

沖縄県宮古島市平良西里1435 会宮古出張所(沖縄県宮古島市平

番地 良西里1435番地)

第60区 八重山地域 1 公益社団法人沖縄県家畜改良 宮良 ひろみ

沖縄県３ 協会八重山出張所 公益社団法人沖縄県家畜改良協

沖縄県石垣市真栄里上原896 会八重山出張所(沖縄県石垣市真

番２ 栄里上原896番２)

※第57区（鹿児島県10）の開票場所は徳之島中央家畜市場


