
【正会員】

県名 団体名 県名 団体名

1 青森県 青森県鮭鱒増殖協会　 1 茨城県 茨城県鮭鱒部会

2 　〃 新井田川漁業協同組合 2 　〃 鬼怒小貝漁業協同組合

3 　〃 馬淵川さけ･ます増殖漁業協同組合 3 　〃 那珂川漁業協同組合

4 　〃 市川漁業協同組合 4 　〃 那珂川第一漁業協同組合

5 　〃 奥入瀬川鮭鱒増殖漁業協同組合 5 　〃 久慈川漁業協同組合

6 　〃 老部川内水面漁業協同組合 1 秋田県 秋田県鮭鱒増殖協会

7 　〃 大畑町漁業協同組合 2 　〃 阿仁川漁業協同組合

8 　〃 川内町漁業協同組合 3 　〃 秋田県漁業協同組合北浦総括支所

9 　〃 川内町内水面漁業協同組合 4 　〃 雄物川鮭増殖漁業生産組合

10 　〃 野辺地川漁業協同組合 5 　〃 秋田県漁業協同組合南部総括支所

11 　〃 平内町漁業協同組合 6 　〃 関漁業生産組合

12 　〃 赤石水産漁業協同組合 7 　〃 川袋鮭漁業生産組合

13 　〃 追良瀬内水面漁業協同組合 1 山形県 山形県鮭人工孵化事業連合会

14 　〃 新深浦町漁業協同組合 2 　〃 箕輪鮭漁業生産組合

1 岩手県 一般社団法人岩手県さけ・ます増殖協会 3 　〃 枡川鮭漁業生産組合

2 　〃 種市南漁業協同組合 4 　〃 洗沢鮭漁業生産組合

3 　〃 久慈川漁業協同組合 5 　〃 高瀬川鮭漁業生産組合

4 　〃 下安家漁業協同組合 6 　〃 日向川鮭漁業生産組合

5 　〃 普代村漁業協同組合 7 　〃 清川鮭増殖漁業生産組合

6 　〃 田野畑村漁業協同組合 8 　〃 最上漁業協同組合

7 　〃 小本浜漁業協同組合 9 　〃 角川流域鮭人工孵化組合

8 　〃 田老町漁業協同組合 10 　〃 小国川漁業協同組合

9 　〃 宮古漁業協同組合 11 　〃 丹生川漁業協同組合

10 　〃 重茂漁業協同組合 12 　〃 村山市富並川鮭鱒増殖組合

11 　〃 三陸やまだ漁業協同組合 13 　〃 最上川第二漁業協同組合

12 　〃 新おおつち漁業協同組合 14 　〃 赤川鮭漁業生産組合

13 　〃 釜石東部漁業協同組合 15 　〃 山戸漁業協同組合

14 　〃 釜石湾漁業協同組合 16 　〃 庄内小国川漁業生産組合

15 　〃 唐丹町漁業協同組合 1 新潟県 一般社団法人新潟県さけます増殖協会

16 　〃 吉浜漁業協同組合 2 　〃 大川漁業協同組合

17 　〃 盛川漁業協同組合 3 　〃 三面川鮭産漁業協同組合

18 　〃 広田湾漁業協同組合 4 　〃 荒川漁業協同組合

19 　〃 北上川鮭鱒増殖協会 5 　〃 胎内川漁業協同組合

1 宮城県 宮城県さけます増殖協会 6 　〃 加治川漁業協同組合

2 　〃 気仙沼鮭漁業生産組合 7 　〃 松浜内水面漁業協同組合

3 　〃 小泉川鮭増殖組合 8 　〃 新潟市大形地区漁業協同組合

4 　〃 志津川町淡水漁業協同組合 9 　〃 濁川漁業協同組合

5 　〃 宮城県漁業協同組合志津川支所 10 　〃 阿賀野川漁業協同組合

6 　〃 北上川漁業協同組合 11 　〃 信濃川漁業協同組合

7 　〃 北上追波漁業協同組合 12 　〃 加茂川漁業協同組合

8 　〃 宮城県漁業協同組雄勝町雄勝湾支所 13 　〃 能代川サケ・マス増殖組合

9 　〃 宮城県漁業協同組合女川町支所 14 　〃 五十嵐川漁業協同組合

10 　〃 宮城県漁業協同組合谷川支所 15 　〃 寺泊漁業協同組合

11 　〃 迫川漁業協同組合 16 　〃 魚沼漁業協同組合

12 　〃 江合川漁業協同組合 17 　〃 中魚沼漁業協同組合

13 　〃 鳴瀬吉田川鮭増殖組合 18 　〃 柏崎市さけ･ます増殖事業協会

14 　〃 広瀬名取川漁業協同組合 19 　〃 名立川鮭漁業生産組合

15 　〃 宮城県漁業協同組合仙南支所 20 　〃 桑取川漁業協同組合

16 　〃 白石川漁業協同組合 21 　〃 能生内水面漁業協同組合

1 福島県 福島県鮭増殖協会 22 　〃 糸魚川内水面漁業協同組合

2 　〃 阿武隈川漁業協同組合 23 　〃 青海地区漁業振興組合

3 　〃 宇多川鮭増殖組合 24 　〃 佐渡市両津地区漁業振興協議会

4 　〃 真野川鮭増殖組合 1 富山県 富山県鮭鱒部会

5 　〃 新田川鮭蕃殖漁業組合 2 　〃 朝日内水面漁業協同組合

6 　〃 小高川鮭繁殖組合 3 　〃 黒部川内水面漁業協同組合

7 　〃 泉田川漁業協同組合 4 　〃 呉東内水面漁業協同組合

8 　〃 熊川漁業協同組合 5 　〃 富山漁業協同組合

9 　〃 富岡川鮭繁殖漁業組合 6 　〃 庄川沿岸漁業協同組合連合会

10 　〃 木戸川漁業協同組合 7 　〃 小矢部川漁業協同組合

11 　〃 夏井川鮭増殖漁業組合 119 会員

一般社団法人 本州鮭鱒増殖振興会　会員名簿
（平成28年6月30日現在）


