
　　正  会  員  数　　　　　　　　　　　　　　　 104　団体
        （内訳）　　１．漁協等　　　　     　　　70　団体
                      ２．一県一漁協                   5　団体
                      ３．信漁連　　　　  　　　　　28　団体
                      ４．全国団体　　　　  　　　　    1　団体

№ 組  合  名 所　    　　在　    　　地

1 岩内郡 岩内郡岩内町字大浜９２

2 室蘭 室蘭市舟見町１－１３０－２１

3 大津 中川郡豊頃町大津港町３５

4 大樹 広尾郡大樹町３条通１５

5 散布 厚岸郡浜中町火散布１８８

6 島牧 島牧郡島牧村字港１００－１

7 鹿部 茅部郡鹿部町字宮浜３２３

8 余市郡 余市郡余市町港町１４８

9 小樽市 小樽市色内３－５－１８

10 根室湾中部 根室市温根沼３４４－３

11 別海 野付郡別海町本別海１－９５

12 西網走 網走市大曲１－７－１

13 猿払村 宗谷郡猿払村浜鬼志別１５４１－４

14 頓別 枝幸郡浜頓別町字頓別６１８

15 寿都町 寿都郡寿都町字大磯町２０

16 八雲町 二海郡八雲町内浦町１５５－３

17 宗谷 稚内市大字宗谷村字宗谷７７

18 銭亀沢 函館市古川町１３－１

19 沙留 紋別郡興部町字沙留１４３－１

20 鵡川 勇払郡むかわ町汐見７５１

21 長万部 山越郡長万部町字旭浜１５９－１０

22 香深 礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ５５８－１

23 増毛 増毛郡増毛町港町４６－２

24 稚内 稚内市中央４－１８－６

25 白糠 白糠郡白糠町岬１－２－４２

26 昆布森 釧路郡釧路町昆布森２－７２

27 浜中 厚岸郡浜中町霧多布東１条１－２１

28 網走 網走市港町４－６３

29 常呂 北見市常呂町字常呂６９１

30 佐呂間 常呂郡佐呂間町字富武士番外地

31 湧別 紋別郡湧別町曙町９－１

32 紋別 紋別市港町６－５－２

33 雄武 紋別郡雄武町字雄武９８３

34 枝幸 枝幸郡枝幸町幸町７８８８

35 船泊 礼文郡礼文町大字船泊村字大備

36 広尾 広尾郡広尾町会所前２－７９

37 落石       根室市落石西３９５－２先埋立地
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１．漁　協　等　（７0団体）

○ 北　海　道　（６８団体）



38 野付       野付郡別海町尾岱沼港町１７９－２

39 標津       標津郡標津町北６条東１－２－１

40 羅臼       目梨郡羅臼町船見町２－１３

41 落部       二海郡八雲町落部５２９

42 歯舞       根室市歯舞４－１２０－１先埋立地

43 森          茅部郡森町字港町森港埋立地

44 砂原       茅部郡森町字砂原４－３１－１

45 苫小牧      苫小牧市汐見町１－１－１３

46 厚岸       厚岸郡厚岸町奔渡３－２６

47 ウトロ        斜里郡斜里町ウトロ東１１７

48 根室       根室市海岸町１－１７

49 斜里第一   斜里郡斜里町前浜町６－１

50 稚内機船   稚内市新港町１－１３

51 ひやま 爾志郡乙部町字元町５２０

52 函館市 函館市豊川町２７－６

53 福島吉岡 松前郡福島町字館崎１

54 戸井 函館市釜谷町４１

55 新星マリン 留萌市明元町５－３

56 南かやべ 函館市臼尻町１５４－２

57 いぶり噴火湾 虻田郡洞爺湖町入江３００

58 えさん 函館市大澗町５１－４

59 北るもい 苫前郡羽幌町港町１－３１

60 石狩湾 石狩市厚田区厚田７－４

61 東しゃこたん 古平郡古平町大字入船町１４

62 いぶり中央 登別市登別港町１－２８

63 上磯郡 上磯郡知内町字涌元３４－１

64 ひだか 日高郡新ひだか町静内春立１４１

65 日高中央 浦河郡浦河町浜町４５

66 えりも     幌泉郡えりも町字本町１８２－２

67 利尻 利尻郡利尻富士町鴛泊字港町１９４－１

68 古宇郡 古宇郡泊村大字泊村４９－３６地先漁港埋立地

№ 組  合  名 所　    　　在　    　　地

1 相馬双葉 相馬市尾浜字追川１９６

№ 組  合  名 所　    　　在　    　　地

1 天草 天草市港町１０－１９

№ 名　　　　称 住　　　　所

1 宮城県漁業協同組合 石巻市開成１－２７

2 山形県　　  〃 酒田市船場町２－２－１

3 漁業協同組合 Ｊ Ｆ しまね 松江市御手船場町５７５

4 山口県漁業協同組合 下関市伊崎町１－４－２４

5 大分県　  　〃 大分市府内町３－５－７

２．一 県 一 漁 協 　（５団体）

○ 熊　本　県　（１団体）

○ 福　島　県　（１団体）



№ 名　　　　称 住　　　　所

1 北海道信用漁業協同組合連合会 札幌市中央区北３条西７－１

2 青森県　　　　　　　〃 青森市安方１－１－３２

3 岩手県　　　　　　　〃 盛岡市内丸１６－１

4 福島県　　　　　　　〃 いわき市中央台飯野４－３－１

5 茨城県　　　　　　　〃 水戸市三の丸１－１－３３

6 千葉県　　　　　　　〃 千葉市中央区新宿２－３－８

7 東京都　　　　　　　〃 東京都港区港南４－７－８

8 新潟県　　　　　　　〃 新潟市中央区万代島２－１

9 富山県　　　　　　　〃 富山市舟橋北町４－１９

10 石川県　　　　　　　〃 金沢市北安江３－１－３８

11 福井県　　　　　　　〃 福井市大手２－８－１０

12 静岡県　　　　　　　〃 静岡市葵区追手町９－１８

13 愛知県　　　　　　　〃 名古屋市中区丸の内３－４－３１

14 三重県　　　　　　　〃 津市広明町３２３－１

15 京都府　　　　　　　〃 舞鶴市字下安久無番地

16 なぎさ(兵庫・和歌山)　〃 明石市中崎１－２－３

17 鳥取県　　　　　　　〃 鳥取市青葉町３－１１１

18 広島県　　　　　　　〃 広島市中区大手町２－９－６

19 香川県　　　　　　　〃 高松市北浜町９－１２

20 徳島県　　　　　　　〃 徳島市東沖洲２－１３

21 愛媛県　　　　　　　〃 松山市二番町４－６－２

22 高知県　　　　　　　〃 高知市本町１－６－２１

23 福岡県　　　　　　　〃 福岡市中央区舞鶴２－４－１９

24 佐賀県　　　　　　　〃 佐賀市西与賀町大字厘外８２１

25 長崎県　　　　　　　〃 長崎市五島町２－２７

26 宮崎県　　　　　　　〃 宮崎市港２－６

27 鹿児島県　　　　　 〃 鹿児島市鴨池新町１１－１

28 沖縄県　　　　　　　〃 那覇市前島３－２５－３９

№ 名　　　　称 住　　　　所

1 農林中央金庫 東京都千代田区有楽町１丁目１３番２号

４．全　国　団　体　（１団体）　　

３．信　漁　連　（２８団体）


