
北 海 道 の 水 産 業 協 同 組 合 名 簿 （令和４年（2022年）8月1日現在）沿海地区漁業協同組合

振興局 組 合 名 法 人 番 号 郵便番号 住 所 電 話 番 号 組 合 の 地 区

石狩 石狩湾漁業協同組合 法人番号 4430005004726 061-3243 石狩市新港東4丁目800番地2先 0133-62-3331 石狩市一円

後志 小樽市漁業協同組合 法人番号 2430005007986 047-0031 小樽市色内3丁目5番18号 0134-22-5133 小樽市一円

後志 余市郡漁業協同組合 法人番号 9430005008094 046-0024 余市郡余市町港町148番地 0135-23-2131 余市郡一円

後志 東しゃこたん漁業協同組合 法人番号 7430005008121 046-0104
古平郡古平町大字入船町14番
地

0135-42-2511 古平町、積丹町

後志 古宇郡漁業協同組合 法人番号 4430005008677 045-0203
古宇郡泊村大字泊村49番地36
地先漁港埋立地

0135-75-3111 神恵内村、泊村

後志 岩内郡漁業協同組合 法人番号 5430005008569 045-0001 岩内郡岩内町字大浜92番地 0135-62-1313 岩内町、共和町

後志 寿都町漁業協同組合 法人番号 5440005002125 048-0404 寿都郡寿都町字大磯町21番地1 0136-62-2555 寿都町一円、蘭越町港町の区域

後志 島牧漁業協同組合 法人番号 3440005002201 048-0604 島牧郡島牧村字港100番地 0136-76-7311 島牧村一円

檜山 ひやま漁業協同組合 法人番号 9440005001908 043-0102 爾志郡乙部町字元町520番地 0139-62-3300
せたな町（瀬棚区、北檜山区、大成区）、八雲町熊
石、乙部町、江差町、上ノ国町、奥尻町一円

渡島 松前さくら漁業協同組合 法人番号 1440005000710 049-1643 松前郡松前町字赤神323番地 0139-44-2211 松前町の区域

渡島 福島吉岡漁業協同組合 法人番号 8440005000919 049-1453 松前郡福島町字吉岡750番地 0139-48-5311 福島町一円の区域

渡島 上磯郡漁業協同組合 法人番号 3440005001260 049-1104 上磯郡知内町字涌元34番地1先 01392-5-5204 知内町、木古内町及び旧上磯町の区域

渡島 函館市漁業協同組合 法人番号 1440005000636 040-0065 函館市豊川町27番6号 0138-23-3195
旧函館市一円の地区（銭亀町、新湊町、古
川町及び石倉町を除く）

渡島 銭亀沢漁業協同組合 法人番号 4440005000633 041-0262 函館市古川町13番地1 0138-58-2121
函館市銭亀町、新湊町、古川町及び石倉
町の区域

渡島 戸井漁業協同組合 法人番号 1440005000966 041-0252 函館市釜谷町41番地 0138-82-2311 旧戸井町の区域

渡島 えさん漁業協同組合 法人番号 7440005001232 041-0403 函館市大澗町51番地4 0138-84-2231 旧恵山町及び旧椴法華村の区域

渡島 南かやべ漁業協同組合 法人番号 8440005001231 041-1613 函館市臼尻町154番地2 0138-25-3004 旧南茅部町の区域

渡島 鹿部漁業協同組合 法人番号 9440005000868 041-1403 茅部郡鹿部町字宮浜323番地 01372-7-2311 鹿部町の区域

渡島 砂原漁業協同組合 法人番号 1440005001816 049-2222
茅部郡森町字砂原4丁目31番地
の1地先

01374-8-2550 森町字砂原の区域

渡島 森漁業協同組合 法人番号 9440005001817 049-2302 茅部郡森町字港町40番地21 01374-2-2222 森町の区域（森町字砂原の区域を除く）

渡島 落部漁業協同組合 法人番号 5440005001572 049-2562 二海郡八雲町落部529番地 0137-67-2211 八雲町落部、東野、栄浜、入沢の区域

渡島 八雲町漁業協同組合 法人番号 6440005001571 049-3104 二海郡八雲町内浦町155番地3 0137-62-3101
八雲町の区域（東野、落部、栄浜、入沢及
び旧熊石町の区域を除く）

渡島 長万部漁業協同組合 法人番号 8440005001628 049-3519
山越郡長万部町字旭浜159番地
10

01377-2-3126
長万部町字長万部、字静狩、字旭浜、字大
浜、字中ノ沢、字国縫、字豊津、字豊野の
区域

胆振 いぶり噴火湾漁業協同組合 法人番号 6430005010169 049-5603 虻田郡洞爺湖町入江300番地 0142-76-2115 豊浦町、洞爺湖町及び伊達市一円

胆振 室蘭漁業協同組合 法人番号 7430005010052 051-0013 室蘭市舟見町1丁目130番地21 0143-24-3331 室蘭市一円

胆振 いぶり中央漁業協同組合 法人番号 4430005010294 059-0466 登別市登別港町1丁目28番地 0143-83-5001 登別市、白老町一円

胆振 苫小牧漁業協同組合 法人番号 5430005008965 053-0012 苫小牧市汐見町1丁目1番13号 0144-35-0111 苫小牧市一円

胆振 鵡川漁業協同組合 法人番号 4430005008966 054-0015 勇払郡むかわ町汐見751番地 0145-42-2055 むかわ町、厚真町一円

日高 ひだか漁業協同組合 法人番号 3430005009354 059-2565
日高郡新ひだか町静内春立141
番地

0146-48-2111 日高町門別本町、新冠町、新ひだか町一円

日高 日高中央漁業協同組合 法人番号 8430005009572 057-0015 浦河郡浦河町浜町45番地 0146-22-2251
浦河町、様似町字平宇（ビライト川以東を除
く）及び字鵜苫の区域

日高 えりも漁業協同組合 法人番号 9430005006571 058-0204
幌泉郡えりも町字本町182番地
の2

01466-2-2211
様似町（字平宇ビライト川以西を除く。）及び
えりも町一円

十勝 広尾漁業協同組合 法人番号 3460105001596 089-2605
広尾郡広尾町会所前2丁目79番
地

01558-2-3131 広尾町一円

十勝 大樹漁業協同組合 法人番号 3460105001563 089-2116 広尾郡大樹町字浜大樹322番地 01558-7-7801 大樹町一円

十勝 大津漁業協同組合 法人番号 2460105001531 089-5464 中川郡豊頃町大津港町35番地 015-575-2311 豊頃町、浦幌町一円

釧路 白糠漁業協同組合 法人番号 1460005000213 088-0304 白糠郡白糠町岬1丁目2番地42 01547-2-2221 白糠郡白糠町、釧路市音別町の区域

釧路 釧路市漁業協同組合 法人番号 6460005000209 084-0914 釧路市西港1丁目98番18号 0154-22-5151 釧路市の区域

釧路 釧路市東部漁業協同組合 法人番号 3460005000211 085-0837 釧路市大川町1番13号 0154-41-5211 釧路市の区域（阿寒町及び音別町を除く）

釧路 昆布森漁業協同組合 法人番号 2460005000212 085-2272
釧路郡釧路町昆布森2丁目72番
地

0154-63-2311 釧路郡釧路町の区域

釧路 厚岸漁業協同組合 法人番号 6460005001041 088-1111 厚岸郡厚岸町奔渡3丁目1番地 0153-52-3151 厚岸郡厚岸町の区域

釧路 散布漁業協同組合 法人番号 5460005001075 088-1536 厚岸郡浜中町火散布188番地 0153-67-2111
厚岸郡浜中町藻散布、火散布、養老散布、
渡散布、丸山散布の区域

釧路 浜中漁業協同組合 法人番号 6460005001074 088-1511
厚岸郡浜中町霧多布東1条1丁
目21番地

0153-62-2121 厚岸郡浜中町の区域

根室 落石漁業協同組合 法人番号 7460405000022 088-1781
根室市落石西395番地2先埋立
地

0153-27-2121
根室市初田牛から長節まで及び花咲港115
番地、花咲港243番地２の区域

根室 歯舞漁業協同組合 法人番号 4460405000025 087-0192 根室市歯舞4丁目132番地2 0153-28-2121
根室市一円（東和田、幌茂尻、西和田、長
節以西の地区を除く）

根室 根室漁業協同組合 法人番号 5460405000024 087-0054 根室市海岸町1丁目17番地 0153-23-6161
根室市一円（友知、豊里以東及び長節、西
和田、東和田、幌茂尻以西地区を除く）

根室 根室湾中部漁業協同組合 法人番号 6460405000023 087-0035 根室市温根沼344番地3 0153-25-3131 根室市槍昔から汐見町

根室 別海漁業協同組合 法人番号 1462505000064 086-0522 野付郡別海町本別海1番地95 0153-75-8111 別海町本別海、走古丹及び奥行

根室 野付漁業協同組合 法人番号 9462505000065 086-1643
野付郡別海町尾岱沼港町179番
地2

0153-86-2211
別海町野付、尾岱沼、床丹一円及び本別
海の一部

根室 標津漁業協同組合 法人番号 7462505000059 086-1636
標津郡標津町北6条東1丁目1番
1号

0153-82-2141 標津町一円

根室 羅臼漁業協同組合 法人番号 5462505000060 086-1893 目梨郡羅臼町船見町2番地13 0153-87-2131 羅臼町一円

※歯舞漁業協同組合については、令和４年８月１５日新事務所に移転のため新住所を掲載
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北 海 道 の 水 産 業 協 同 組 合 名 簿 （令和４年（2022年）8月1日現在）沿海地区漁業協同組合（続き）

振興局 組 合 名 法 人 番 号 郵便番号 住 所 電 話 番 号 組 合 の 地 区

ｵﾎｰﾂｸ ウトロ漁業協同組合 法人番号 7460305001509 099-4355 斜里郡斜里町ｳﾄﾛ東117番地 0152-24-2011 斜里町一円

ｵﾎｰﾂｸ 斜里第一漁業協同組合 法人番号 5460305001510 099-4111 斜里郡斜里町前浜町6番地1 0152-23-2141 斜里郡の区域

ｵﾎｰﾂｸ 網走漁業協同組合 法人番号 4460305001346 093-0032 網走市港町4番地63 0152-43-3121 網走市、網走郡、斜里郡の区域

ｵﾎｰﾂｸ 常呂漁業協同組合 法人番号 5460305001238 093-0210 北見市常呂町字常呂691番地 0152-54-2130 北見市常呂町、常呂郡佐呂間町の区域

ｵﾎｰﾂｸ 佐呂間漁業協同組合 法人番号 6460305000998 093-0594
常呂郡佐呂間町字富武士番外
地

01587-2-3324 佐呂間町一円

ｵﾎｰﾂｸ 湧別漁業協同組合 法人番号 7460305000997 099-6402 紋別郡湧別町曙町9番地の1 01586-5-2011 湧別町一円(旧上湧別町の地区を除く)

ｵﾎｰﾂｸ 紋別漁業協同組合 法人番号 1450005003464 094-8601 紋別市港町6丁目5番2号 0158-24-2131 紋別市一円

ｵﾎｰﾂｸ 沙留漁業協同組合 法人番号 4450005003503 098-1941
紋別郡興部町字沙留143番地の
1

0158-83-2211 興部町一円

ｵﾎｰﾂｸ 雄武漁業協同組合 法人番号 5450005003502 098-1702 紋別郡雄武町字雄武983番地 0158-84-2531 雄武町一円

ｵﾎｰﾂｸ サロマ湖養殖漁業協同組合 法人番号 4460305001239 093-0216
北見市常呂町字栄浦国有林97
林班地先

0152-54-2050
北見市常呂町、常呂郡佐呂間町、紋別郡
湧別町の区域(旧上湧別町の地区を除く)

宗谷 枝幸漁業協同組合 法人番号 5450005002529 098-5805 枝幸郡枝幸町幸町7888番地 0163-62-1285 枝幸町一円

宗谷 頓別漁業協同組合 法人番号 2450005002382 098-5701 枝幸郡浜頓別町字頓別618番地 01634-2-2161 浜頓別町の区域

宗谷 猿払村漁業協同組合 法人番号 5450005002941 098-6222
宗谷郡猿払村浜鬼志別1541番
地4

01635-2-3111 猿払村一円

宗谷 宗谷漁業協同組合 法人番号 5450005002859 098-6758 稚内市宗谷岬7番50号 0162-76-2071 稚内市大字宗谷村及び宗谷岬の区域

宗谷 稚内漁業協同組合 法人番号 7450005002857 097-0022 稚内市中央4丁目18番6号 0162-23-3034
稚内市（旧宗谷村を除く）及び豊富町の区
域

宗谷 利尻漁業協同組合 法人番号 2450005003133 097-0101
利尻郡利尻富士町鴛泊字港町
194番地1地先

0163-82-1105 利尻町及び利尻富士町の区域

宗谷 香深漁業協同組合 法人番号 6450005003113 097-1201
礼文郡礼文町大字香深村字ﾄﾝ
ﾅｲ558番地1

0163-86-1745 礼文町香深村一円

宗谷 船泊漁業協同組合 法人番号 5450005003114 097-1111
礼文郡礼文町大字船泊村字ｦ
ｼｮﾝﾅｲ159番地10

0163-87-2101 礼文町船泊村の区域

留萌 遠別漁業協同組合 法人番号 3450005003017 098-3543
天塩郡遠別町字本町3丁目101
番地1

01632-7-2235 遠別町一円

留萌 北るもい漁業協同組合 法人番号 2450005003356 078-4120 苫前郡羽幌町港町1丁目36番地 0164-62-1291
苫前町、羽幌町、初山別村、天塩町、幌延
町一円

留萌 新星マリン漁業協同組合 法人番号 7450005003351 078-3302 留萌郡小平町字臼谷283番地1 0164-56-2052 留萌市、小平町一円

留萌 増毛漁業協同組合 法人番号 9450005003143 077-0293 増毛郡増毛町港町46番地の2 0164-53-1555 増毛町一円

業種別漁業協同組合

振興局 組 合 名 法 人 番 号 郵便番号 住 所 電 話 番 号 組 合 の 地 区

後志 小樽機船漁業協同組合 法人番号 3430005007985 047-0048 小樽市高島1丁目2番5号 0134-34-1222
小樽市、函館市、稚内市及び後志、渡島総
合振興局、檜山振興局管内一円

釧路 釧路機船漁業協同組合 法人番号 8460005000207 085-0845 釧路市港町1番18号 0154-43-3411 釧路地域

宗谷 稚内機船漁業協同組合 法人番号 6450005002858 097-0006 稚内市新港町1番13 0162-23-4180
稚内市、小樽市、宗谷総合振興局管内一
円

内水面漁業協同組合

振興局 組 合 名 法 人 番 号 郵便番号 住 所 電 話 番 号 組 合 の 地 区

石狩 支笏湖漁業協同組合 法人番号 6430005006175 066-0281 千歳市支笏湖温泉番外地 0123-25-2059 千歳市一円

後志 朱太川漁業協同組合 法人番号 2440005002177 048-0101
寿都郡黒松内町字黒松内631番
地の20

0136-72-3231 黒松内町一円

檜山 瀬棚郡内水面漁業協同組合 法人番号 8440005001677 049-4308
瀬棚郡今金町字今金445番地の
8

0 今金町、せたな町（瀬棚区、北檜山区）

渡島 大沼漁業協同組合 法人番号 3440005001269 041-1354
亀田郡七飯町字大沼1023番地
25

0138-67-2329
七飯町字大沼町、字軍川、字東大沼、字西
大沼及び森町字赤井川の区域

胆振 洞爺湖漁業協同組合 法人番号 1430005009620 052-0105 有珠郡壮瞥町字仲洞爺123番地 0142-66-2312 洞爺湖町、壮瞥町、伊達市

釧路 阿寒湖漁業協同組合 法人番号 7460005000208 085-0467
釧路市阿寒町阿寒湖温泉2丁目
7番2号

0154-67-2750 釧路市阿寒町の区域

釧路 塘路漁業協同組合 法人番号 2460005001128 088-2261 川上郡標茶町字塘路 01548-7-2007
川上郡標茶町字塘路及びシラルトロエトロ
の区域

ｵﾎｰﾂｸ 西網走漁業協同組合 法人番号 5460305001345 093-0045 網走市大曲1丁目7番1号 0152-61-3311 網走市及び網走郡一円

上川 朱鞠内湖淡水漁業協同組合 法人番号 4450005001614 074-0742 雨竜郡幌加内町字朱鞠内 0165-38-2470 幌加内町一円
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北 海 道 の 水 産 業 協 同 組 合 名 簿 （令和４年（2022年）8月1日現在）水産加工業協同組合

振興局 組 合 名 法 人 番 号 郵便番号 住 所 電 話 番 号 組 合 の 地 区

後志 小樽水産加工業協同組合 法人番号 4430005007943 047-0041 小樽市手宮1丁目1番1号 0134-25-4747 小樽市一円

後志 余市水産加工業協同組合 法人番号 6430005008122 046-0023 余市郡余市町梅川町678番地 0135-23-4777 余市郡一円

後志 寿都水産加工業協同組合 法人番号 4440005002126 048-0404 寿都郡寿都町字大磯町196番地 0136-62-3111 寿都郡及び島牧郡一円

渡島 森水産加工業協同組合 法人番号 2440005001823 049-2302 茅部郡森町字港町森港埋立地 01374-2-2159 森町の区域

渡島 函館市水産加工業協同組合 法人番号 7440005000647 040-0043 函館市宝来町16-8 0138-23-7151
函館市、北斗市、上磯郡及び亀田郡の区
域

釧路 釧路市水産加工業協同組合 法人番号 6460005000266 084-0917 釧路市大楽毛13番1 0154-57-8743 釧路市、釧路町及び白糠町の区域

ｵﾎｰﾂｸ 紋別市水産加工業協同組合 法人番号 4450005003437 094-0011 紋別市港町5丁目3番7号 0158-24-7222 紋別市一円

ｵﾎｰﾂｸ 雄武水産加工業協同組合 法人番号 1450005003514 098-1702 紋別郡雄武町字雄武91番地5 0158-84-3247 紋別郡雄武町一円

宗谷 枝幸水産加工業協同組合 法人番号 1450005002549 098-5805
枝幸郡枝幸町新港町7962番地
28

0163-62-1601 枝幸町の区域
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