
全国漁業協同組合連合会　受託書提出機関 2017年３月末時点

団体名 郵便番号 所在地

1 北海道 北海道信用漁業協同組合連合会 060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目1番地
2 青森 青森県信用漁業協同組合連合会 030-0803 青森市安方1-1-32
3 岩手 岩手県信用漁業協同組合連合会 020-0023 岩手県盛岡市内丸16-1
4 宮城 宮城県漁業協同組合 986-0032 石巻市開成1番27
5 山形 山形県漁業協同組合 998-0036 山形県酒田市船場町2丁目2番1号
6 福島 福島県信用漁業協同組合連合会 970-8044 福島県いわき市中央台飯野4-3-1
7 茨城 茨城県信用漁業協同組合連合会 310-0011 水戸市三の丸1-1-33
8 千葉 千葉県信用漁業協同組合連合会 260-0026 千葉市中央区千葉港4-3
9 東京 東京都信用漁業協同組合連合会 108-0075 東京都港区港南4-7-8
10 新潟 新潟県信用漁業協同組合連合会 950-0078 新潟市中央区万代島2-1
11 富山 富山県信用漁業協同組合連合会 930-0096 富山市舟橋北町4-19
12 石川 石川県信用漁業協同組合連合会 920-0022 石川県金沢市北安江3-1-38
13 福井 福井県信用漁業協同組合連合会 910-8610 福井市大手2丁目8番10号
14 静岡 静岡県信用漁業協同組合連合会 420-8644 静岡県静岡市葵区追手町9-18
15 愛知 愛知県信用漁業協同組合連合会 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目4番31号
16 三重 三重県信用漁業協同組合連合会 514-0006 三重県津市広明町323-1
17 京都 京都府信用漁業協同組合連合会 624-0914 京都府舞鶴市字下安久無番地
18 和歌山 和歌山県信用漁業協同組合連合会 640-8241 和歌山市雑賀屋町東ノ丁33
19 兵庫 兵庫県信用漁業協同組合連合会 673‐0883 兵庫県明石市中崎1-2-3
20 広島 広島県信用漁業協同組合連合会 730-0051 広島市中区大手町二丁目９番６号
21 鳥取 鳥取県信用漁業協同組合連合会 680-0802 鳥取市青葉町三丁目１１１番地
22 島根 漁業協同組合ＪＦしまね 690-0007 島根県松江市御手船場町575
23 山口 山口県漁業協同組合 750-0065 下関市伊崎町1丁目4番24号
24 徳島 徳島県信用漁業協同組合連合会 770-0873 徳島市東沖洲２丁目１３番地
25 香川 香川県信用漁業協同組合連合会 760-0031 香川県高松市北浜町9-12
26 愛媛 愛媛県信用漁業協同組合連合会 790-0002 松山市二番町4-6-2
27 高知 高知県信用漁業協同組合連合会 780-0870 高知市本町1丁目6番21号
28 福岡 福岡県信用漁業協同組合連合会 810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目4番19号
29 大分 大分県漁業協同組合 870-0021 大分県大分市府内町3丁目5番7号
30 佐賀 佐賀県信用漁業協同組合連合会 840-0034 佐賀県佐賀市西与賀町大字厘外821番地
31 長崎 長崎県信用漁業協同組合連合会 850-8686 長崎市五島町2番27号
32 宮崎 宮崎県信用漁業協同組合連合会 880-0858 宮崎県宮崎市港2丁目6番地
33 鹿児島 鹿児島県信用漁業協同組合連合会 890-8540 鹿児島県鹿児島市鴨池新町11番1号
34 沖縄 沖縄県信用漁業協同組合連合会 900-0016 沖縄県那覇市前島3丁目25番39号
35 北海道 石狩湾漁業協同組合 061-3601 石狩市厚田区厚田7番地4
36 北海道 小樽市漁業協同組合 047-0031 小樽市色内3丁目5番18号
37 北海道 余市郡漁業協同組合 046-0024 余市郡余市町港町148番地
38 北海道 東しゃこたん漁業協同組合 046-0104 古平郡古平町大字入船町14番地
39 北海道 古宇郡漁業協同組合 045-0203 古宇郡泊村大字泊村49番地36地先漁港埋立地
40 北海道 岩内郡漁業協同組合 045-0001 岩内郡岩内町字大浜92番地
41 北海道 寿都町漁業協同組合 048-0404 寿都郡寿都町字大磯町20番地先
42 北海道 島牧漁業協同組合 048-0604 島牧郡島牧村字港100番地
43 北海道 ひやま漁業協同組合 043-0102 爾志郡乙部町字元町520番地
44 北海道 福島吉岡漁業協同組合 049-1454 松前郡福島町字館崎1番地先
45 北海道 上磯郡漁業協同組合 049-1104 上磯郡知内町字涌元34番地1先
46 北海道 函館市漁業協同組合 040-0065 函館市豊川町27番6号
47 北海道 銭亀沢漁業協同組合 041-0262 函館市古川町13番地の1
48 北海道 戸井漁業協同組合 041-0252 函館市釜谷町41番地
49 北海道 えさん漁業協同組合 041-0403 函館市大澗町51番地4
50 北海道 南かやべ漁業協同組合 041-1613 函館市臼尻町154番地2
51 北海道 鹿部漁業協同組合 041-1403 茅部郡鹿部町字宮浜323番地
52 北海道 砂原漁業協同組合 049-2222 茅部郡森町字砂原4丁目31番地の1地先
53 北海道 森漁業協同組合 049-2302 茅部郡森町字港町森港埋立地
54 北海道 落部漁業協同組合 049-2562 二海郡八雲町落部529番地
55 北海道 八雲町漁業協同組合 049-3104 ニ海郡八雲町内浦町155番地3
56 北海道 長万部漁業協同組合 049-3519 山越郡長万部町字旭浜159番地の10
57 北海道 いぶり噴火湾漁業協同組合 049-5603 虻田郡洞爺湖町入江300番地
58 北海道 室蘭漁業協同組合 051-0013 室蘭市舟見町1丁目130番地21
59 北海道 いぶり中央漁業協同組合 059-0466 白老郡白老町字虎杖浜159番地
60 北海道 苫小牧漁業協同組合 053-0012 苫小牧市汐見町1丁目1番13号
61 北海道 鵡川漁業協同組合 054-0015 勇払郡むかわ町汐見751番地
62 北海道 ひだか漁業協同組合 059-2565 日高郡新ひだか町静内春立141番地
63 北海道 日高中央漁業協同組合 057-0015 浦河郡浦河町浜町45番地
64 北海道 えりも漁業協同組合 058-0204 幌泉郡えりも町字本町182番地の2
65 北海道 広尾漁業協同組合 089-2605 広尾郡広尾町会所前2丁目79番地先
66 北海道 大樹漁業協同組合 089-2116 広尾郡大樹町字浜大樹322番地先
67 北海道 大津漁業協同組合 089-5464 中川郡豊頃町大津港町35番地
68 北海道 白糠漁業協同組合 088-0304 白糠郡白糠町岬1丁目2番地42
69 北海道 釧路市東部漁業協同組合 085-0837 釧路市大川町1番13号
70 北海道 昆布森漁業協同組合 085-2272 釧路郡釧路町昆布森2丁目72番地
71 北海道 厚岸漁業協同組合 088-1111 厚岸郡厚岸町奔渡3丁目1番地
72 北海道 散布漁業協同組合 088-1536 厚岸郡浜中町火散布188番地
73 北海道 浜中漁業協同組合 088-1511 厚岸郡浜中町霧多布東1条1丁目21番地
74 北海道 落石漁業協同組合 088-1781 根室市落石西395番地2先埋立地
75 北海道 歯舞漁業協同組合 087-0163 根室市歯舞4丁目120番地1先埋立地
76 北海道 根室漁業協同組合 087-0054 根室市海岸町1丁目17番地
77 北海道 根室湾中部漁業協同組合 087-0035 根室市温根沼344番地3
78 北海道 別海漁業協同組合 086-0522 野付郡別海町本別海1番地95
79 北海道 野付漁業協同組合 086-1643 野付郡別海町尾岱沼港町179番2
80 北海道 標津漁業協同組合 086-1636 標津郡標津町北6条東1丁目1番1号
81 北海道 羅臼漁業協同組合 086-1893 目梨郡羅臼町船見町2番地の13
82 北海道 ウトロ漁業協同組合 099-4355 斜里郡斜里町ウトロ東117番地
83 北海道 斜里第一漁業協同組合 099-4111 斜里郡斜里町前浜町6番地1
84 北海道 網走漁業協同組合 093-0032 網走市港町4番地63
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85 北海道 西網走漁業協同組合 093-0045 網走市大曲1丁目7番1号
86 北海道 常呂漁業協同組合 093-0210 北見市常呂町字常呂691番地
87 北海道 佐呂間漁業協同組合 093-0594 常呂郡佐呂間町字富武士番外地
88 北海道 湧別漁業協同組合 099-6402 紋別郡湧別町曙町9番地の1
89 北海道 紋別漁業協同組合 094-8601 紋別市港町6丁目5番2号
90 北海道 沙留漁業協同組合 098-1941 紋別郡興部町字沙留143番地の1
91 北海道 雄武漁業協同組合 098-1702 紋別郡雄武町字雄武983番地
92 北海道 枝幸漁業協同組合 098-5805 枝幸郡枝幸町幸町7888番地
93 北海道 頓別漁業協同組合 098-5701 枝幸郡浜頓別町字頓別618番地
94 北海道 猿払村漁業協同組合 098-6222 宗谷郡猿払村浜鬼志別1541番地4
95 北海道 宗谷漁業協同組合 098-6755 稚内市大字宗谷村字宗谷77番地
96 北海道 稚内漁業協同組合 097-0022 稚内市中央4丁目18番6号
97 北海道 稚内機船漁業協同組合 097-0006 稚内市新港町1番13
98 北海道 利尻漁業協同組合 097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字港町194番地1地先
99 北海道 香深漁業協同組合 097-1201 礼文郡礼文町大字香深村字ﾄﾝﾅｲ558番地1
100 北海道 船泊漁業協同組合 097-1111 礼文郡礼文町大字船泊村字ｦｼｮﾝﾅｲ159番地10
101 北海道 北るもい漁業協同組合 078-4120 苫前郡羽幌町港町1丁目31番地
102 北海道 新星マリン漁業協同組合 077-0041 留萌市明元町5丁目3番地
103 北海道 増毛漁業協同組合 077-0293 増毛郡増毛町港町46番地の2
104 青森 平内町漁業協同組合 039-3312 東津軽郡平内町大字浅所字浅所91-56
105 福島 いわき市漁業協同組合 979-0333 福島県いわき市久之浜町久之浜館の山9
106 福島 相馬双葉漁業協同組合 976-0022 福島県相馬市尾浜字追川196
107 愛知 西三河漁業協同組合 444-0423 愛知県幡豆郡一色町大字一色字東塩浜17番地の2
108 愛媛 吉田町漁業協同組合 799-3710 宇和島市吉田町立間尻甲428
109 熊本 天草漁業協同組合 863-0021 天草市港町1-36
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