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金融機関
番号

商号 本店所在地 代表資格
代表者
氏名

備考

9450 北海道信用漁業協同組合連合会 札幌市中央区北三条西七丁目１番地 代表理事 深山和彦
9453 宮城県漁業協同組合 宮城県石巻市開成１番２７ 代表理事 寺沢春彦
9455 山形県漁業協同組合 山形県酒田市船場町二丁目２番１号 代表理事 本間昭志
9456 福島県信用漁業協同組合連合会 福島県いわき市中央台飯野四丁目３番地の１ 代表理事 今野智光
9461 東日本信用漁業協同組合連合会 千葉市中央区新宿二丁目３番８号 代表理事 関義文
9475 京都府信用漁業協同組合連合会 京都府舞鶴市字下安久無番地 代表理事 西川順之輔
9477 なぎさ信用漁業協同組合連合会 兵庫県明石市中崎一丁目２番３号 代表理事 黒田俊文
9481 漁業協同組合ＪＦしまね 島根県松江市御手船場町５７５番地 代表理事 岸宏
9483 広島県信用漁業協同組合連合会 広島市中区大手町二丁目９番６号 代表理事 米田輝隆
9484 山口県漁業協同組合 山口県下関市大和町一丁目１６番１号下関漁港ビル 代表理事 森友信
9485 徳島県信用漁業協同組合連合会 徳島市東沖洲二丁目１３番地 代表理事 福池昌広
9486 西日本信用漁業協同組合連合会 香川県高松市北浜町９番１２号 代表理事 橋本淳
9487 愛媛県信用漁業協同組合連合会 愛媛県松山市二番町四丁目６番地２ 代表理事 三好猛
9489 九州信用漁業協同組合連合会 福岡市中央区舞鶴二丁目４番１９号 代表理事 来村寛記
9493 大分県漁業協同組合 大分市府内町三丁目５番７号 代表理事 中根隆文
9492 天草漁業協同組合 熊本県天草市港町１０番１９号 代表理事 江口幸男
9450 石狩湾漁業協同組合 北海道石狩市新港東４丁目８００番地２先 代表理事 丹野雅彦
9450 小樽市漁業協同組合 北海道小樽市色内三丁目５番１８号 代表理事 嶋秀樹
9450 余市郡漁業協同組合 北海道余市郡余市町港町１４８番地 代表理事 篠谷誠
9450 東しゃこたん漁業協同組合 北海道古平郡古平町大字入船町１４番地 代表理事 茂木隆文
9450 古宇郡漁業協同組合 北海道古宇郡泊村大字泊村４９番地３６地先漁港埋立地 代表理事 池守力
9450 岩内郡漁業協同組合 北海道岩内郡岩内町字大浜９２番地 代表理事 太田誠
9450 寿都町漁業協同組合 北海道寿都郡寿都町字大磯町２１番地１ 代表理事 小西正之
9450 島牧漁業協同組合 北海道島牧郡島牧村字港１００番地 代表理事 濱野勝男
9450 ひやま漁業協同組合 北海道爾志郡乙部町字元町５２０番地 代表理事 工藤幸博
9450 福島吉岡漁業協同組合 北海道松前郡福島町字吉岡７５０番地 代表理事 阿部国雄
9450 上磯郡漁業協同組合 北海道上磯郡知内町字涌元３４番地１先 代表理事 西山武雄
9450 函館市漁業協同組合 北海道函館市豊川町２７番６号 代表理事 瀧川久市
9450 銭亀沢漁業協同組合 北海道函館市古川町１３番地の１ 代表理事 柴田一
9450 戸井漁業協同組合 北海道函館市釜谷町４１番地 代表理事 森祐
9450 えさん漁業協同組合 北海道函館市大澗町５１番地４ 代表理事 上見孝男
9450 南かやべ漁業協同組合 北海道函館市臼尻町１５４番地の２ 代表理事 坂田憲治
9450 鹿部漁業協同組合 北海道茅部郡鹿部町字宮浜３２３番地 代表理事 若山唯敏
9450 砂原漁業協同組合 北海道茅部郡森町字砂原四丁目３１番地の１地先 代表理事 三上浩
9450 森漁業協同組合 北海道茅部郡森町字港町４０番地２１ 代表理事 山下勉
9450 落部漁業協同組合 北海道二海郡八雲町落部５２９番地 代表理事 佐々木治一
9450 八雲町漁業協同組合 北海道二海郡八雲町内浦町１５５番地３ 代表理事 山縣光徳
9450 長万部漁業協同組合 北海道山越郡長万部町字旭浜１５９番地１０ 代表理事 髙野勇一
9450 いぶり噴火湾漁業協同組合 北海道虻田郡洞爺湖町入江３００番地 代表理事 岩田廣美
9450 室蘭漁業協同組合 北海道室蘭市舟見町一丁目１３０番地２１ 代表理事 室村吉信
9450 いぶり中央漁業協同組合 北海道登別市登別港町一丁目２８番地 代表理事 本間貞徳
9450 苫小牧漁業協同組合 北海道苫小牧市汐見町一丁目１番１３号 代表理事 伊藤信孝
9450 鵡川漁業協同組合 北海道勇払郡むかわ町汐見７５１番地 代表理事 小谷地好輝
9450 ひだか漁業協同組合 北海道日高郡新ひだか町静内春立１４１番地 代表理事 石井善広
9450 日高中央漁業協同組合 北海道浦河郡浦河町浜町４５番地 代表理事 向井進
9450 えりも漁業協同組合 北海道幌泉郡えりも町字本町１８２番地の２ 代表理事 坂本好則
9450 広尾漁業協同組合 北海道広尾郡広尾町会所前二丁目７９番地先 代表理事 亀田元教
9450 大樹漁業協同組合 北海道広尾郡大樹町字浜大樹３２２番地先 代表理事 神山久典
9450 大津漁業協同組合 北海道中川郡豊頃町大津港町３５番地 代表理事 中村純也
9450 白糠漁業協同組合 北海道白糠郡白糠町岬一丁目２番地４２ 代表理事 柳谷法司
9450 昆布森漁業協同組合 北海道釧路郡釧路町昆布森二丁目７２番地 代表理事 後藤義勝
9450 厚岸漁業協同組合 北海道厚岸郡厚岸町奔渡三丁目１番地 代表理事 川崎一好
9450 散布漁業協同組合 北海道厚岸郡浜中町火散布１８８番地 代表理事 秋森新二
9450 浜中漁業協同組合 北海道厚岸郡浜中町霧多布東一条一丁目２１番地 代表理事 山﨑貞夫
9450 落石漁業協同組合 北海道根室市落石西３９５番地２先埋立地 代表理事 庄林満
9450 歯舞漁業協同組合 北海道根室市歯舞四丁目１３２番地２ 代表理事 小倉啓一
9450 根室漁業協同組合 北海道根室市海岸町一丁目１７番地 代表理事 大坂鉄夫
9450 根室湾中部漁業協同組合 北海道根室市温根沼３４４番地３ 代表理事 髙橋敏二
9450 別海漁業協同組合 北海道野付郡別海町本別海１番地の９５ 代表理事 福原正純
9450 野付漁業協同組合 北海道野付郡別海町尾岱沼港町１７９番２ 代表理事 楠浩
9450 標津漁業協同組合 北海道標津郡標津町北六条東一丁目１番１号 代表理事 平井敏雄
9450 羅臼漁業協同組合 北海道目梨郡羅臼町船見町２番地の１３ 代表理事 萬屋昭洋
9450 ウトロ漁業協同組合 北海道斜里郡斜里町ウトロ東１１７番地 代表理事 深山和彦

9450 斜里第一漁業協同組合 北海道斜里郡斜里町前浜町６番地１ 代表理事 馬場浩一

9450 網走漁業協同組合 北海道網走市港町４番地６３ 代表理事 新谷哲也

9450 西網走漁業協同組合 北海道網走市大曲一丁目７番１号 代表理事 清野一幸

9450 常呂漁業協同組合 北海道北見市常呂町字常呂６９１番地 代表理事 髙桑康文

9450 佐呂間漁業協同組合 北海道常呂郡佐呂間町字富武士番外地 代表理事 阿部與志輝

9450 湧別漁業協同組合 北海道紋別郡湧別町曙町９番地の１ 代表理事 阿部俊彦

9450 紋別漁業協同組合 北海道紋別市港町六丁目５番２号 代表理事 飯田弘明

9450 沙留漁業協同組合 北海道紋別郡興部町字沙留１４３番地の１ 代表理事 加賀谷一則

9450 雄武漁業協同組合 北海道紋別郡雄武町字雄武９８３番地 代表理事 片川隆市

9450 枝幸漁業協同組合 北海道枝幸郡枝幸町幸町７８８８番地 代表理事 須永忠幸

9450 頓別漁業協同組合 北海道枝幸郡浜頓別町字頓別６１８番地 代表理事 大谷由博

9450 猿払村漁業協同組合 北海道宗谷郡猿払村浜鬼志別１５４１番地４ 代表理事 沖野平昭

9450 宗谷漁業協同組合 北海道稚内市宗谷岬７番５０号 代表理事 奈良満

9450 稚内漁業協同組合 北海道稚内市中央四丁目１８番６号 代表理事 岡田直行

9450 稚内機船漁業協同組合 北海道稚内市新港町１番１３ 代表理事 風無成一

9450 利尻漁業協同組合 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字港町１９４番地１地先 代表理事 白取記夫

9450 香深漁業協同組合 北海道礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ５５８番地の１ 代表理事 高橋宏明

9450 船泊漁業協同組合 北海道礼文郡礼文町大字船泊村字ヲションナイ１５９番地１０ 代表理事 大石康雄

9450 北るもい漁業協同組合 北海道苫前郡羽幌町港町一丁目３６番地 代表理事 佐藤満

休眠預金等活用法に関する公告　（法第３条第１項、施行規則第６条に基づく）

　下記の組合または連合会は、2012年8月1日から2013年7月31日までの間に最終異動日等のあった貯金を、2023年12月21日（※）までに預金保険機構へ納付します。
　　（※）法に基づく預金保険機構への納付期限であり、実際の納付日と異なります。
　当該納付の日において当該貯金に係る債権は消滅するところ、当該貯金に係る貯金者等であった者は、組合または連合会を通じて当該貯金に係る元本及び利子に相当する額の金銭（休眠預金等
代替金）の支払を請求できます。
　また、電子公告期間中に合併があった組合または連合会については、合併日より廃止する組合または連合会の電子公告が、存続する組合または連合会へ引き継がれます。

記

※2022年12月21日時点の情報に限ります。
　JIS第二水準までに含まれない漢字（いわゆる外字）は、原則としてJIS第二水準までの漢字に置き換えております。
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9450 新星マリン漁業協同組合 北海道留萌郡小平町字臼谷２８３番地１ 代表理事 山田博文

9450 増毛漁業協同組合 北海道増毛郡増毛町港町４６番地の２ 代表理事 西野憲一

9456 相馬双葉漁業協同組合 福島県相馬市尾浜字追川１９６番地 代表理事 今野智光
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