
〒060-8588　札幌市中央区北３条西６丁目

〒097-8558　稚内市末広４丁目２番２７号
電話　0162-33-2945（直通）

〒077-8585　留萌市住之江町２丁目１番２号

〒060-8558　札幌市中央区北３条西７丁目

〒044-8588　虻田郡倶知安町北１条東２丁目

〒043-8558　檜山郡江差町字陣屋町３３６ー３

〒041-8558　函館市美原４丁目６番１６号
電話　0138-47-9483（直通）

〒051-8558　室蘭市海岸町１丁目４番１号

〒057-8558　浦河郡浦河町栄丘東通５６号
電話　0146-22-9325（直通）

〒080-8588　帯広市東３条南３丁目

〒085-8588　釧路市浦見２丁目２番５４号

〒087-8588　根室市常磐町３丁目２８番地

〒

＊書類の手戻り等を防止するため、お手数でも、申請に当たっては必ず、申請先に電話で確認のうえ書類等の作成
をお願いします。

＊メールアドレスの記載の無い申請先には申請書、添付書類ともに持参するか郵送してください。

〒077-8601　留萌市幸町1丁目11番地
nousui＠e-rumoi.jp

北海道及び総合振興局・振興局関係

枝幸町（水産商工課）・TEL 0163-62-1238

宗谷

〒098-5892　枝幸郡枝幸町本町916番地
suisanshoko@esashi.jp

浜頓別町（産業振興課）・TEL 01634-2-2346
〒098-5792　枝幸郡浜頓別町中央南1番地
suisan@towm.hamatonbetsu.lg.jp
猿仏村（産業課）・TEL 01635-2-3134
〒098-6232　宗谷郡猿仏村鬼志別西町172番地1
hayaka.yoneta@vill.sarufutsu.hokkaido.jp

日高振興局　産業振興部　水産課

十勝総合振興局　産業振興部　水産課

電話　0155-26-9058（直通）
tokachi.suisan1@pref.hokkaido.lg.jp

胆振総合振興局　産業振興部　水産課

093-8585　網走市北７条西３丁目
電話　0152-41-0657（直通）
abashiri.suisan1@pref.hokkaido.lg.jp

電話　0154-43-9212（直通）
kushiro.suisan2@pref.hokkaido.lg.jp

電話　0153-23-6852（直通）
nemuro.suisan1@pref.hokkaido.lg.jp

オホーツク総合振興局　産業振興部　水産課

電話　011-231-4111（内線28-320）
suirin.gyoko2@pref.hokkaido.lg.jp

宗谷総合振興局　産業振興部　水産課

留萌振興局　産業振興部　水産課

電話　0164-42-8474（直通）
rumoi.suisan1@pref.hokkaido.lg.jp

石狩振興局　産業振興部　水産課

電話　011-231-4111（内線34-662）
ishikari.suisan1@pref.hokkaido.lg.jp

利尻富士町（産業振興課）・TEL 0163-82-1350

稚内市（物流港湾課）・TEL 0162-23-6483

〒097-8686　稚内市中央3丁目13番15号
kouwan@city.wakkanai.lg.jp

豊富町（農林水産課）・TEL 0162-82-1001

〒098-4110　天塩郡豊富町大通6丁目
nourinsuisanka@town.toyotomi.hokkaido.jp

礼文町（産業課）・TEL 0163-86-1001

〒097-1201　礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ558番地5
suisan@town.rebun.hokkaido.jp

遠別町（経済課）・TEL 01632-7-2146

〒098-3543　天塩郡遠別町字本町3丁目37番地
suisan.rinmu@town.embetsu.hokkaido.jp

初山別村（経済課）・TEL 0164-67-2211

〒078-4492　苫前郡初山別村字初山別96番地1
keizai.suisan@vill.shosanbetsu.lg.jp

小平町（経済課）・TEL 0164-56-2111

檜山振興局　産業振興部　水産課

電話　0139-52-6554（直通）
hiyama.suisan1@pref.hokkaido.lg.jp

渡島総合振興局　産業振興部　水産課

利尻町（まち環境整備課）・TEL 0163-84-2345

〒097-0401　利尻郡利尻町沓形字緑町14番地1
kouwan@town.rishiri.hokkaido.jp

　〒078-3392　留萌郡小平町字小平町216番地

増毛町（農林水産課）・TEL 0164-53-1117
〒077-0292　増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地
keizai@town.mashike.hokkaido.jp

後志総合振興局　産業振興部　水産課

電話　0136-23-1393（直通）
shiribeshi.suisan1@pref.hokkaido.lg.jp

〒078-4198　苫前郡羽幌町南町1番地の1
n-suisanrinmu@town.haboro.lg.jp
苫前町（農林水産課）・TEL 0164-64-2314
〒078-3792　苫前郡苫前町字旭37番地の1
suisan@town.tomamae.lg.jp

留萌市（農林水産課）・TEL 0164-42-1837

〒097-0101　利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野6
suisan@town.rishirifuji.hokkaido.jp

北海道庁　水産林務部　水産局　漁港漁村課

市町村名（担当課）・　電話番号（TEL）
振興局等

住　　所　　メールアドレス

電話　0143-24-9810（直通）
iburi.suisan1@pref.hokkaido.lg.jp
詳細は水産振興係へお問い合わせ願います。

留萌

羽幌町（農林水産課）・TEL 0164-68-7008

釧路総合振興局　産業振興部　水産課

根室振興局　産業振興部　水産課



＊書類の手戻り等を防止するため、お手数でも、申請に当たっては必ず、申請先に電話で確認のうえ書類等の作成
をお願いします。

＊メールアドレスの記載の無い申請先には申請書、添付書類ともに持参するか郵送してください。

蘭越町（農林水産課）・TEL 0136-57-5111
〒048-1392　磯谷郡蘭越町蘭越町258番地5
rinmu@town.rankoshi.lg.jp
寿都町（産業振興課）・TEL 0136-62-2602
〒048-0406　寿都郡寿都町字渡島町140番地1
suisan@town.suttu.lg.jp

島牧村（産業振興課水産係）・TEL 0136-75-6214
〒048-0621　島牧郡島牧村字泊83番地1
suisan@vill.shimamaki.lg.jp

神恵内村（産業建設課）・TEL 0135-76-5011

〒045-0301　古宇郡神恵内村大字神恵内村81番地4
suisan-1@vill.kamoenai.hokkaido.jp

泊村（産業課）・TEL 0135-75-2101

　〒045-0202　古宇郡泊村大字茅沼村字臼別191番地7

岩内町（水産農林課）・TEL 0135-67-7096
〒045-8555　岩内郡岩内町字高台134番地1
suisan@town.iwanai.lg.jp

石狩

後志

〒047-8660　小樽市花園2丁目12番1号
 小樽市役所別館
norin-suisan@city.otaru.lg.jp
余市町（農林水産課）・TEL 0135-21-2123
〒046-8546　余市郡余市町朝日町26番地
suisan-s＠town.yoichi.hokkaido.jp

古平町（産業課）・TEL 0135-42-2181
〒046-0192　古平郡古平町大字浜町40番地4
nousuisan02.sct@town.furubira.lg.jp
積丹町（農林水産課）・TEL 0135-44-3382
〒046-0292　積丹郡積丹町大字美国町字船澗48番地5
nourin@town.shakotan.lg.jp

せ
た
な
町

せたな町（水産林務課）・TEL 0137-84-5111

檜山

〒049-4592　久遠郡せたな町北檜山区徳島63番地1
setana.suisanrinmu@town.setana.lg.jp

大成支所(産業建設係）・TEL 01398-4-5511
　〒043-0504　久遠郡せたな町大成区都427番地

乙部町（産業課）・TEL 0139-62-2311

　〒043-0103　爾志郡乙部町字緑町388番地

江差町（産業振興課）・TEL 0139-52-6729（直通）

　〒043-8560　檜山郡江差町字中歌町193番地1

上ノ国町（水産商工課）・TEL 0139-55-2311
　〒049-0698　檜山郡上ノ国町字大留100番地

奥尻町（水産農林課）・TEL 01397-2-3410（直通）

　〒043-1498　奥尻郡奥尻町字奥尻806番地

松前町（水産課）・TEL 0139-42-2275（代表）

〒049-1592　松前郡松前町字福山248番地1
suisan@town.matsumae.hokkaido.jp

福島町（産業課）・TEL 0139-47-3002（直通）

〒049-1392　松前郡福島町字福島820番地
suisan@town.fukushima.hokkaido.jp

知内町（産業振興課）・TEL 01392-5-6161

〒049-1103　上磯郡知内町字重内21番地1
suisan1@town.shiriuchi.lg.jp
木古内町（産業経済課）・TEL 01392-2-3131
〒049-0422　上磯郡木古内町字本町218番地
info@town.kikonai.hokkaido.jp
北斗市（水産商工労働課）・TEL 0138-73-3111
　〒049-0192　北斗市中央1丁目3番10号

函館市（水産課）・TEL 0138-21-3335（直通）

　〒040-8666　函館市東雲町4番13号

八
雲
町

八雲町（水産課）・TEL 0137-62-2117（直通）
〒049-3192　二海郡八雲町住初町138番地
suisan@town.yakumo.lg.jp
熊石総合支所（産業課）
熊石海洋深層水推進室内・TEL 01398-2-2300（直通）

〒043-0415　二海郡八雲町熊石根崎町無番地
kumasuisan@town.yakumo.lg.jp

長万部町（産業振興課）・TEL 01377-2-2455（直通）
〒049-3592　山越郡長万部町字長万部453番地1
sangyo@town.oshamambe.lg.jp

渡島

石狩市（林業水産課）・TEL 0133-72-3246

〒061-3292　石狩市花川北6条1丁目30番地2
ringyous@city.ishikari.hokkaido.jp

小樽市（農林水産課）・TEL 0134-32-4111(内270）

鹿部町（水産経済課）・TEL 01372-7-2111

〒041-1498　茅部郡鹿部町字宮浜299番地
suikei@town.shikabe.lg.jp

森町（水産課）・TEL 01374-7-1087
〒049-2393　茅部郡森町字御幸町144番地1
suisan@town.hokkaido-mori.lg.jp

市町村名（担当課）・　電話番号（TEL）
振興局等

市町村名（担当課）・　電話番号（TEL）
振興局等

住　　所　　メールアドレス 住　　所　　メールアドレス
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興部町（産業振興課）・TEL 0158-82-2134
〒098-1692　紋別郡興部町字興部710番地
okp-sangyou@town.okoppe.lg.jp
雄武町（産業振興課）・TEL 0158-84-2121
〒098-1792　紋別郡雄武町字雄武700番地
suisan@town.oumu.lg.jp

斜里町（水産林務課）・TEL 0152-23-3131

ｵﾎｰﾂｸ

〒099-4192　斜里郡斜里町本町12番地
sh.suisan@town.shari.hokkaido.jp
網走市（水産漁港課）・TEL 0152-44-6111
〒093-8555　網走市南6条東4丁目
ZUSR-NS-SUISAN-GYOGYO@city.abashiri.hokkaido.jp

北見市（水産課）・TEL 0157-25-1106

〒090-8501　北見市大通西3丁目1番地1
suisan@city.kitami.lg.jp

佐呂間町（経済課）・TEL 01587-2-1200

〒093-0592　常呂郡佐呂間町字永代町3番地1
kankou@town.saroma.hokkaido.jp
湧別町（水産林務課）・TEL 01586-5-3763
〒099-6404　紋別郡湧別町栄町112番地の1　湧別庁舎
suisan@town.yubetsu.lg.jp

根室

〒087-8711　根室市常磐町2丁目27番地
suk_suisan@sity.nemuro.hokkaido.jp

〒086-0205　野付郡別海町別海常盤町280番地
suisankankyou@betsukai.jp

標津町（水産課）・TEL 0153-82-2131

　〒086-1632　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号

　〒086-1892　目梨郡羅臼町栄町100番地83

羅臼町（産業創生課）・TEL 0153-87-2111

釧路

　〒085-0024　釧路市浜町3番18号くしろ水産センター内

釧路町（産業経済課）・TEL 0154-62-2192

〒088-0692　釧路郡釧路町別保1丁目1番地
sangyo_suisan@town.kushiro.lg.jp

厚岸町（水産農政課）・TEL 0153-52-3131

〒088-1192　厚岸郡厚岸町真栄3丁目1番地
sangyou@akkeshi-town.jp

浜中町（水産課）・TEL 0153-62-2243

〒088-1592　厚岸郡浜中町湯沸445番地
gyosei@town.hamanaka.lg.jp

〒088-0392　白糠郡白糠町西1条南1丁目1番地1
suisan@town.shiranuka.lg.jp

釧路市（水産課）・TEL 0154-22-0191

広尾町（水産商工観光課）・TEL 01558-2-0177

十勝

〒089-2692　広尾郡広尾町西4条7丁目1番地1
s-suisan@town.hiroo.lg.jp

大樹町（農林水産課）・TEL 01558-6-2115

〒089-2195　広尾郡大樹町東本通33
suisan-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

〒089-5392　中川郡豊頃町茂岩本町125番地
ootsuPBsinsei@toyokoro.jp

浦幌町（産業課）・TEL 015-576-2181

白糠町（経済課）・TEL 01547-2-2171

〒059-3195　日高郡新ひだか町三石本町212番地　三石庁舎
suisan@town.shinhidaka.lg.jp

〒058-8501　様似郡様似町大通1丁目21番地
sangyouka@samani.jp

えりも町（産業振興課）・TEL 01466-2-4624
〒058-0292　幌泉郡えりも町字本町206番地
erimo-sangyou@town.erimo.lg.jp

浦河町（産業課）・TEL 0146-26-9016

〒057-8511　浦河郡浦河町築地1丁目3番1号
sangyo@town.urakawa.hokkaido.jp

〒051-8511　室蘭市幸町1番地2号
nousuisan@city.muroran.lg.jp

登別市（農林水産グループ）・TEL 0143-85-2321

〒059-8701　登別市中央町4丁目11番地ｱｰﾆｽ2F
agri@city.noboribetsu.lg.jp
初回の提出は郵送又は持参願います。

むかわ町（産業振興課）・TEL 0145-42-2411

〒054-8660　勇払郡むかわ町美幸2丁目88番地

日高町（産業課）・TEL 01456-2-6185

別海町（水産みどり課）・TEL 0153-75-2111

様似町（産業課）・TEL 0146-36-2113

根室市（水産振興課）・TEL 0153-23-6111

日高

　〒059-2192　沙流郡日高町門別本町210番地の1

新冠町（産業課）・TEL 0146-47-2110

〒059-2492　新冠郡新冠町字北星町3番地の2
sangyo@niikappu.jp

新ひだか町（水産林務課）・TEL 0146-33-2114

〒089-5692　十勝郡浦幌町字桜町15番地6
sangyou@urahoro.jp

豊頃町（産業課）・TEL 015-574-2211

豊浦町（産業観光課）・TEL 0142-83-1409

〒049-5492　虻田郡豊浦町字船見町10番地
suisan@town.toyoura.hokkaido.jp

洞爺湖町（産業振興課）・TEL 0142-74-3005

胆振

〒049-5692　虻田郡洞爺湖町栄町58番地
syoukou＠town.toyako.lg.jp

伊達市（水産林務課）・TEL 0142-82-3206

〒052-0024　伊達市鹿島町20番地1
メールアドレスは事前に連絡のうえ、確認願います。

室蘭市（農水産課）・TEL 0143-22-1118

市町村名（担当課）・　電話番号（TEL）
振興局等

市町村名（担当課）・　電話番号（TEL）
振興局等

住　　所　　メールアドレス 住　　所　　メールアドレス


