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1 日本海
一般社団法人
日本海さけ・ます増殖事業協会

会長 濱野勝男 21 日本海 蘭越町 町長 金　秀行

2 日本海 石狩湾漁業協同組合 代表理事組合長 丹野雅彦 22 日本海 せたな町 町長 高橋貞光

3 日本海 小樽市漁業協同組合 代表理事組合長 嶋　秀樹 23 日本海 奥尻町 町長 新村卓実

4 日本海 余市郡漁業協同組合 代表理事組合長 篠谷　誠 24 日本海 上ノ国町 町長 工藤　昇

5 日本海 東しゃこたん漁業協同組合 代表理事組合長 茂木隆文 25 日本海 江差町 町長 照井誉之介

6 日本海 古宇郡漁業協同組合 代表理事組合長 池守　力 1 渡島
一般社団法人
渡島管内さけ・ます増殖事業協会

会長 西山武雄

7 日本海 岩内郡漁業協同組合 代表理事組合長 太田　誠 2 渡島 松前さくら漁業協同組合 代表理事組合長 佐藤正美

8 日本海 寿都町漁業協同組合 代表理事組合長 一戸広良 3 渡島 福島吉岡漁業協同組合 代表理事組合長 阿部国雄

9 日本海 島牧漁業協同組合 代表理事組合長 濱野勝男 4 渡島 上磯郡漁業協同組合 代表理事組合長 西山武雄

10 日本海 ひやま漁業協同組合 代表理事組合長 工藤幸博 5 渡島 函館市漁業協同組合 代表理事組合長 瀧川久市

11 日本海 石狩市 市長 加藤龍幸 6 渡島 銭亀沢漁業協同組合 代表理事組合長 柴田　一

12 日本海 小樽市 市長 迫　俊哉 7 渡島 戸井漁業協同組合 代表理事組合長 森　  祐

13 日本海 余市町 町長 齊藤啓輔 8 渡島 えさん漁業協同組合 代表理事組合長 上見孝男

14 日本海 古平町 町長 成田昭彦 9 渡島 南かやべ漁業協同組合 代表理事組合長 坂田憲治

15 日本海 積丹町 町長 松井秀紀 10 渡島 鹿部漁業協同組合 代表理事組合長 若山唯敏

16 日本海 神恵内村 村長 高橋昌幸 11 渡島 砂原漁業協同組合 代表理事組合長 三上　浩

17 日本海 泊村 村長 高橋鉄徳 12 渡島 森漁業協同組合 代表理事組合長 山下　勉

18 日本海 岩内町 町長 木村清彦 13 渡島 落部漁業協同組合 代表理事組合長 佐々木治一

19 日本海 寿都町 町長 片岡春雄 14 渡島 八雲町漁業協同組合 代表理事組合長 山縣光徳

20 日本海 島牧村 村長 藤澤　克 15 渡島 長万部漁業協同組合 代表理事組合長 高野勇一
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16 渡島 松前町 町長 石山英雄 11 胆振 登別市 市長 小笠原春一

17 渡島 福島町 町長 鳴海清春 12 胆振 白老町 町長 大塩英男

18 渡島 知内町 町長 西山和夫 13 胆振 苫小牧市 市長 岩倉博文

19 渡島 木古内町 町長 鈴木慎也 14 胆振 むかわ町 町長 竹中喜之

20 渡島 北斗市 市長 池田達雄 1 日高
一般社団法人
日高管内さけ・ます増殖事業協会

会長 佐藤　勝

21 渡島 函館市 市長 大泉  潤 2 日高 ひだか漁業協同組合 代表理事組合長 石井善広

22 渡島 鹿部町 町長 盛田昌彦 3 日高 日高中央漁業協同組合 代表理事組合長 向井　進

23 渡島 森町 町長 岡嶋康輔 4 日高 えりも漁業協同組合 代表理事組合長 坂本好則

24 渡島 八雲町 町長 岩村克詔 5 日高 日高町 町長 大鷹千秋

25 渡島 長万部町 町長 木幡正志 6 日高 新冠町 町長 鳴海修司

1 胆振
一般社団法人
胆振管内さけ・ます増殖事業協会

会長 岩田廣美 7 日高 新ひだか町 町長 大野克之

2 胆振 いぶり噴火湾漁業協同組合 代表理事組合長 岩田廣美 8 日高 浦河町 町長 池田　拓　

3 胆振 室蘭漁業協同組合 代表理事組合長 室村吉信 9 日高 様似町 町長 荒木輝明

4 胆振 いぶり中央漁業協同組合 代表理事組合長 本間貞徳 10 日高 えりも町 町長 大西正紀

5 胆振 苫小牧漁業協同組合 代表理事組合長 伊藤信孝 1 十勝釧路
一般社団法人
十勝釧路管内さけ・ます増殖事業協会

会長 亀田元教

6 胆振 鵡川漁業協同組合 代表理事組合長 小谷地好輝 2 十勝釧路 広尾漁業協同組合 代表理事組合長 亀田元教

7 胆振 豊浦町 町長 村井洋一 3 十勝釧路 大樹漁業協同組合 代表理事組合長 神山久典

8 胆振 洞爺湖町 町長 下道英明 4 十勝釧路 大津漁業協同組合 代表理事組合長 中村純也

9 胆振 伊達市 市長 堀井敬太 5 十勝釧路 白糠漁業協同組合 代表理事組合長 柳谷法司

10 胆振 室蘭市 市長 青山　剛 6 十勝釧路 釧路市漁業協同組合 代表理事組合長 近藤龍洋
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7 十勝釧路 釧路市東部漁業協同組合 代表理事組合長 司口圭哉 6 根室 別海漁業協同組合 代表理事組合長 福原正純

8 十勝釧路 昆布森漁業協同組合 代表理事組合長 後藤義勝 7 根室 野付漁業協同組合 代表理事組合長 楠    浩

9 十勝釧路 厚岸漁業協同組合 代表理事組合長 中村喜美雄 8 根室 標津漁業協同組合 代表理事組合長 平井敏雄

10 十勝釧路 散布漁業協同組合 代表理事組合長 秋森新二 9 根室 羅臼漁業協同組合 代表理事組合長 萬屋昭洋

11 十勝釧路 浜中漁業協同組合 代表理事組合長 山﨑貞夫 10 根室 根室市 市長 石垣雅敏

12 十勝釧路 広尾町 町長 村瀨　優 11 根室 別海町 町長 曽根興三

13 十勝釧路 大樹町 町長 黒川  豊 12 根室 標津町 町長 山口将悟

14 十勝釧路 豊頃町 町長 按田　武 13 根室 羅臼町 町長 湊屋　稔

15 十勝釧路 浦幌町 町長 井上  亨 14 根室 太平洋秋さけはえ縄漁業協議会 会長 亀谷金明

16 十勝釧路 池田町 町長 安井美裕 1 北見
一般社団法人
北見管内さけ・ます増殖事業協会

会長 新谷哲也

17 十勝釧路 白糠町 町長 棚野孝夫 2 北見 ウトロ漁業協同組合 代表理事組合長 深山和彦

18 十勝釧路 浜中町 町長 松本　博 3 北見 斜里第一漁業協同組合 代表理事組合長 馬場浩一

19 十勝釧路 厚岸町 町長 若狭　靖 4 北見 網走漁業協同組合 代表理事組合長 新谷哲也

20 十勝釧路 釧路市 市長 蝦名大也 5 北見 常呂漁業協同組合 代表理事組合長 髙桑康文

21 十勝釧路 釧路町 町長 小松  茂 6 北見 佐呂間漁業協同組合 代表理事組合長 阿部與志輝

1 根室
一般社団法人
根室管内さけ・ます増殖事業協会

会長 福原正純 7 北見 湧別漁業協同組合 代表理事組合長 阿部俊彦

2 根室 落石漁業協同組合 代表理事組合長 庄林　満 8 北見 紋別漁業協同組合 代表理事組合長 飯田弘明

3 根室 歯舞漁業協同組合 代表理事組合長 小倉啓一 9 北見 沙留漁業協同組合 代表理事組合長 加賀谷一則

4 根室 根室漁業協同組合 代表理事組合長 大坂鉄夫 10 北見 雄武漁業協同組合 代表理事組合長 長谷川一夫

5 根室 根室湾中部漁業協同組合 代表理事組合長 髙橋敏二 11 北見 西網走漁業協同組合 代表理事組合長 石館正也
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12 北見 斜里町　 町長 山内浩彰 13 宗谷 稚内市 市長 工藤　広

13 北見 網走市 市長 水谷洋一 14 宗谷 豊富町 町長 河田誠一

14 北見 紋別市 市長 宮川良一 15 宗谷 礼文町 町長 小野　徹

15 北見 佐呂間町 町長 武田温友 16 宗谷 利尻富士町 町長 田村祥三

16 北見 北見市 市長 辻　直孝 1 留萌
一般社団法人
留萌管内さけ・ます増殖事業協会

会長 菅井好文

17 北見 湧別町 町長 刈田智之 2 留萌 北るもい漁業協同組合 代表理事組合長 佐藤　満

18 北見 興部町 町長 硲　一寿 3 留萌 遠別漁業協同組合 代表理事組合長 千葉光悦

19 北見 雄武町 町長 石井友蔵 4 留萌 新星マリン漁業協同組合 代表理事組合長 山田博文

1 宗谷
一般社団法人
宗谷管内さけ・ます増殖事業協会

会長 須永忠幸 5 留萌 増毛漁業協同組合 代表理事組合長 西野憲一

2 宗谷 枝幸漁業協同組合 代表理事組合長 桜庭研兒 6 留萌 天塩町 町長 吉田  忠

3 宗谷 頓別漁業協同組合 代表理事組合長 大谷由博 7 留萌 遠別町 町長 笹川洸志

4 宗谷 猿払村漁業協同組合 代表理事組合長 沖野平昭 8 留萌 羽幌町 町長 駒井久晃

5 宗谷 宗谷漁業協同組合 代表理事組合長 奈良  満 9 留萌 小平町 町長 関　次雄

6 宗谷 稚内漁業協同組合 代表理事組合長 岡田直行 10 留萌 留萌市 市長 中西俊司

7 宗谷 船泊漁業協同組合 代表理事組合長 大石康雄 11 留萌 増毛町 町長 堀　雅志

8 宗谷 香深漁業協同組合 代表理事組合長 高橋宏明 12 留萌 中川町（上川支庁） 町長 石垣寿聡

9 宗谷 利尻漁業協同組合 代表理事組合長 荒木一雄 1 系統団体 北海道漁業協同組合連合会 代表理事会長 阿部国雄

10 宗谷 猿払村 村長 伊藤浩一 2 系統団体 北海道信用漁業協同組合連合会 代表理事会長 深山和彦

11 宗谷 浜頓別町 町長 南  尚敏 3 系統団体 北海道漁業共済組合 組合長理事 奈良  満

12 宗谷 枝幸町 町長 村上守継 4 系統団体 共水連北海道事務所 所長 奈良  満


