
2022年12月20日

金融機関
番号

商号 本店所在地 代表資格
代表者
氏名

備考

3001 北海道信用農業協同組合連合会 札幌市中央区北四条西一丁目１番地 代表理事 安友薫

3056 北檜山町農業協同組合 北海道久遠郡せたな町北檜山区北檜山２０番地 代表理事 本井治 2023年2月1日　新函館農協と合併：廃止ＪＡ

3058 今金町農業協同組合 北海道瀬棚郡今金町字今金１４１番地 代表理事 小田島親守

3066 函館市亀田農業協同組合 北海道函館市昭和四丁目４２番４０号 代表理事 柴谷廣道

3068 新函館農業協同組合 北海道北斗市本町一丁目１番２１号 代表理事 横道重人 2023年2月1日　北檜山農協と合併：存続ＪＡ

3086 ようてい農業協同組合 北海道虻田郡倶知安町南一条東二丁目５番地の２ 代表理事 八田米造

3087 きょうわ農業協同組合 北海道岩内郡共和町前田１６７番地 代表理事 石田吉光

3094 新おたる農業協同組合 北海道余市郡仁木町北町三丁目４番地 代表理事 森一義

3095 余市町農業協同組合 北海道余市郡余市町黒川町五丁目２２番地 代表理事 有田均

3103 とうや湖農業協同組合 北海道虻田郡洞爺湖町香川５５番地７ 代表理事 髙井一英

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７月１日から2013年６月30日までの間に最終異動日等のあった貯金を2023年12月20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。
　なお、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、存続あるいは新設する組合または連合会へ引き継がれます。

記

※2022年12月20日時点の情報に限る。
　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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3107 伊達市農業協同組合 北海道伊達市末永町７４番地 代表理事 佐藤哲

3112 とまこまい広域農業協同組合 北海道勇払郡厚真町錦町１０番地２ 代表理事 宮田広幸

3114 鵡川農業協同組合 北海道勇払郡むかわ町末広二丁目１２４番地 代表理事 長門宏市

3120 びらとり農業協同組合 北海道沙流郡平取町本町４０番地１ 代表理事 仲山浩

3122 門別町農業協同組合 北海道沙流郡日高町字緑町１１番地１９ 代表理事 本間充

3126 みついし農業協同組合 北海道日高郡新ひだか町三石本桐２２４番地６ 代表理事 澤田祐喜

3133 札幌市農業協同組合 札幌市中央区北十条西二十四丁目１番１０号 代表理事 軽部幹夫

3139 道央農業協同組合 北海道恵庭市島松仲町二丁目１０番１号 代表理事 今村隆徳

3142 石狩市農業協同組合 北海道石狩市八幡二丁目３３２番地１１ 代表理事 中村武史

3145 北石狩農業協同組合 北海道石狩郡当別町錦町５３番地５７ 代表理事 川村義宏

3147 新篠津村農業協同組合 北海道石狩郡新篠津村第四十七線北１３番地 代表理事 早川仁史

3154 サツラク農業協同組合 札幌市東区苗穂町三丁目３番７号 代表理事 長濱秀人

3156 いわみざわ農業協同組合 北海道岩見沢市二条西一丁目１番地 代表理事 引頭一宏

3161 南幌町農業協同組合 北海道空知郡南幌町栄町一丁目４番７号 代表理事 林裕司

3164 美唄市農業協同組合 北海道美唄市大通東一条北一丁目２番１号 代表理事 岸定

3165 峰延農業協同組合 北海道美唄市字峰延３７番地 代表理事 伊藤俊春

3168 月形町農業協同組合 北海道樺戸郡月形町１０６９番地 代表理事 阿部憲二
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3170 ながぬま農業協同組合 北海道夕張郡長沼町銀座北一丁目５番１９号 代表理事 柴田佳夫

3172 そらち南農業協同組合 北海道夕張郡栗山町中央三丁目１０４番地 代表理事 山本博行

3173 夕張市農業協同組合 北海道夕張市沼ノ沢２１３番地２７ 代表理事 加藤春之

3175 新砂川農業協同組合 北海道砂川市東一条南一丁目１番２０号 代表理事 佐々木孝一

3177 たきかわ農業協同組合 北海道滝川市本町四丁目１番３１号 代表理事 山岸穣

3181 ピンネ農業協同組合 北海道樺戸郡新十津川町字中央６番地２９ 代表理事 鎌田和久

3188 北いぶき農業協同組合 北海道雨竜郡秩父別町１２９８番地の８ 代表理事 黒田洋一

3189 きたそらち農業協同組合 北海道深川市深川町字メム十号線山三線５８５０番地 代表理事 柏木孝文

3202 るもい農業協同組合 北海道苫前郡羽幌町南六条二丁目１６番地の４ 代表理事 長谷川裕昭

3208 幌延町農業協同組合 北海道天塩郡幌延町二条北一丁目１４番地 代表理事 無量谷稔

3210 あさひかわ農業協同組合 北海道旭川市豊岡四条一丁目１番１８号 代表理事 島山守穗

3214 たいせつ農業協同組合 北海道旭川市東鷹栖一条三丁目６３５番地の５８ 代表理事 相澤峰基

3219 東神楽農業協同組合 北海道上川郡東神楽町北一条東一丁目２番１号 代表理事 岸本文孝

3220 東旭川農業協同組合 北海道旭川市東旭川南一条五丁目８番２２号 代表理事 畑山義裕

3223 当麻農業協同組合 北海道上川郡当麻町四条東三丁目４番６３号 代表理事 福井幸司

3224 比布町農業協同組合 北海道上川郡比布町西町三丁目５番１４号 代表理事 大西勝視

3225 上川中央農業協同組合 北海道上川郡愛別町字本町１２５番地 代表理事 大村正利
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3227 東川町農業協同組合 北海道上川郡東川町西町一丁目５番１号 代表理事 樽井功

3228 美瑛町農業協同組合 北海道上川郡美瑛町中町二丁目６番３２号 代表理事 熊谷留夫

3231 ふらの農業協同組合 北海道富良野市朝日町３番１号 代表理事 植﨑博行

3238 北ひびき農業協同組合 北海道士別市西一条八丁目７０１番地１ 代表理事 榎本實男

3244 道北なよろ農業協同組合 北海道名寄市風連町本町６２番地 代表理事 東野秀樹

3248 北はるか農業協同組合 北海道中川郡美深町字大通北二丁目１２番地 代表理事 小林治雄

3254 稚内農業協同組合 北海道稚内市潮見一丁目５番２５号 代表理事 板垣和久

3257 北宗谷農業協同組合 北海道天塩郡豊富町字豊富停車場通８番地 代表理事 髙谷優

3259 東宗谷農業協同組合 北海道枝幸郡浜頓別町南三条一丁目２５番地 代表理事 佐藤裕司

3261 宗谷南農業協同組合 北海道枝幸郡枝幸町幸町８１２１番地３ 代表理事 向井地信之

3264 帯広市川西農業協同組合 北海道帯広市川西町西二線６１番地の１ 代表理事 有塚利宣

3265 帯広大正農業協同組合 北海道帯広市大正本町東一条二丁目１番地 代表理事 森和裕

3266 中札内村農業協同組合 北海道河西郡中札内村東一条南二丁目１４番地 代表理事 島次良己

3267 更別村農業協同組合 北海道河西郡更別村字更別南二線９２番地 代表理事 若園則明

3268 忠類農業協同組合 北海道中川郡幕別町忠類栄町２５９番地 代表理事 蛯原一治

3269 大樹町農業協同組合 北海道広尾郡大樹町西本通３３番地２ 代表理事 坂井正喜

3270 広尾町農業協同組合 北海道広尾郡広尾町字紋別十九線５１番地の２０ 代表理事 鯖江雅浩
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3271 芽室町農業協同組合 北海道河西郡芽室町西四条南一丁目１番地９ 代表理事 宇野克彦

3273 十勝清水町農業協同組合 北海道上川郡清水町南二条一丁目８番地 代表理事 氷見隆雄

3275 新得町農業協同組合 北海道上川郡新得町一条南三丁目１番地 代表理事 太田眞弘

3276 鹿追町農業協同組合 北海道河東郡鹿追町新町四丁目５１番地 代表理事 木幡浩喜

3277 木野農業協同組合 北海道河東郡音更町木野大通西六丁目１番地 代表理事 黒田浩光

3278 音更町農業協同組合 北海道河東郡音更町大通五丁目１番地 代表理事 土田純雄

3279 士幌町農業協同組合 北海道河東郡士幌町字士幌西二線１５９番地 代表理事 國井浩樹

3280 上士幌町農業協同組合 北海道河東郡上士幌町字上士幌東二線２３８番地 代表理事 小椋茂敏

3281 札内農業協同組合 北海道中川郡幕別町札内中央町５００番地 代表理事 髙橋孝二

3282 幕別町農業協同組合 北海道中川郡幕別町本町４５番地 代表理事 前川厚司

3283 十勝池田町農業協同組合 北海道中川郡池田町字利別本町１番地 代表理事 鈴木雅博

3286 豊頃町農業協同組合 北海道中川郡豊頃町中央若葉町１２番地 代表理事 山口良一

3287 浦幌町農業協同組合 北海道十勝郡浦幌町字新町１５番地の１ 代表理事 林常行

3288 本別町農業協同組合 北海道中川郡本別町北五丁目２番地１ 代表理事 佐野政利

3289 足寄町農業協同組合 北海道足寄郡足寄町南三条一丁目１８番地 代表理事 新津賀庸

3290 陸別町農業協同組合 北海道足寄郡陸別町字陸別東二条一丁目１番地 代表理事 工藤千里

3297 北オホーツク農業協同組合 北海道紋別郡興部町字興部５１８番地 代表理事 吉田隆好
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3301 オホーツクはまなす農業協同組合 北海道紋別市落石町四丁目８番９号 代表理事 永峰勝利

3303 佐呂間町農業協同組合 北海道常呂郡佐呂間町字永代町５７番地 代表理事 橋本弘幸

3305 湧別町農業協同組合 北海道紋別郡湧別町錦町２７９番地１ 代表理事 上田範幸

3306 えんゆう農業協同組合 北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地２３０番地 代表理事 関口哲治

3317 きたみらい農業協同組合 北海道北見市中ノ島町一丁目１番８号 代表理事 大坪広則

3319 津別町農業協同組合 北海道網走郡津別町字大通３０番地１ 代表理事 佐野成昭

3320 美幌町農業協同組合 北海道網走郡美幌町字青山南３０番地１ 代表理事 清野俊介

3321 女満別町農業協同組合 北海道網走郡大空町女満別西四条五丁目１番２７号 代表理事 渡邊勝美

3322 常呂町農業協同組合 北海道北見市常呂町字常呂６０８番地 代表理事 川上和則

3326 オホーツク網走農業協同組合 北海道網走市南四条東二丁目１０番地 代表理事 乾雅文

3328 小清水町農業協同組合 北海道斜里郡小清水町南町一丁目５番２７号 代表理事 安田和弘

3329 しれとこ斜里農業協同組合 北海道斜里郡斜里町本町３６番地１ 代表理事 平田隆雄

3330 清里町農業協同組合 北海道斜里郡清里町羽衣町２番地 代表理事 石井透

3334 釧路太田農業協同組合 北海道厚岸郡厚岸町太田五の通り１９番地１ 代表理事 徳田善一

3335 浜中町農業協同組合 北海道厚岸郡浜中町茶内栄６１番地 代表理事 髙岡透

3336 標茶町農業協同組合 北海道川上郡標茶町開運九丁目６番地 代表理事 鈴木重充

3337 摩周湖農業協同組合 北海道川上郡弟子屈町中央三丁目７番１２号 代表理事 川口覚
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3338 阿寒農業協同組合 北海道釧路市阿寒町北新町一丁目４番１号 代表理事 野村宏

3339 釧路丹頂農業協同組合 北海道阿寒郡鶴居村鶴居東四丁目４５番地 代表理事 千葉喜好

3348 標津町農業協同組合 北海道標津郡標津町字川北基線西２番地 代表理事 下西和夫

3349 中標津町農業協同組合 北海道標津郡中標津町東七条南二丁目一番地 代表理事 髙橋勝義

3350 計根別農業協同組合 北海道標津郡中標津町計根別本通東三丁目１７番地１ 代表理事 北村篤

3354 道東あさひ農業協同組合 北海道野付郡別海町別海緑町１１６番地９ 代表理事 浦山宏一

3358 中春別農業協同組合 北海道野付郡別海町中春別南町３番地 代表理事 望月英彦

3373 青森農業協同組合 青森市大字羽白字富田１９０番地４ 代表理事 長谷川春樹

3387 つがる弘前農業協同組合 青森県弘前市大字城東北四丁目１番地１ 代表理事 天内正博

3390 相馬村農業協同組合 青森県弘前市大字五所字野沢２３番地１ 代表理事 大場勉

3407 津軽みらい農業協同組合 青森県平川市本町北柳田２３番地８ 代表理事 工藤俊博

3421 つがるにしきた農業協同組合 青森県つがる市柏桑野木田幾世７番地４ 代表理事 澁谷勝志

3442 ごしょつがる農業協同組合 青森県五所川原市大字野里字奥野１００番地 代表理事 山本康樹

3455 十和田おいらせ農業協同組合 青森県十和田市西十三番町４番２８号 代表理事 畠山一男

3469 ゆうき青森農業協同組合 青森県上北郡東北町字素柄邸８２番地３ 代表理事 乙部輝雄

3474 おいらせ農業協同組合 青森県三沢市大字三沢字堀口１６番地７号 代表理事 沖澤繁弥

3488 八戸農業協同組合 青森県八戸市大字尻内町字内矢沢２番地５ 代表理事 水越善一
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3003 岩手県信用農業協同組合連合会 岩手県盛岡市大通一丁目２番１号 代表理事 菅原和則

3517 新岩手農業協同組合 岩手県滝沢市鵜飼向新田７番地７６ 代表理事 苅谷雅行

3541 岩手中央農業協同組合 岩手県紫波郡紫波町土舘字沖田９８番地２０ 代表理事 浅沼清一

3553 花巻農業協同組合 岩手県花巻市野田３１６番地１ 代表理事 伊藤清孝

3572 岩手ふるさと農業協同組合 岩手県奥州市胆沢小山字菅谷地１３１番地１ 代表理事 菊地義孝

3579 岩手江刺農業協同組合 岩手県奥州市江刺岩谷堂字反町３６２番地１ 代表理事 小川節男

3590 いわて平泉農業協同組合 岩手県一関市竹山町７番１号 代表理事 佐藤鉱一

3598 大船渡市農業協同組合 岩手県大船渡市大船渡町字茶屋前 １６７番地４ 代表理事 猪股岩夫

3636 仙台農業協同組合 仙台市宮城野区新田東二丁目１５番地の２ 代表理事 藤澤和明

3647 岩沼市農業協同組合 宮城県岩沼市中央二丁目５番３０号 代表理事 日野光男

3652 名取岩沼農業協同組合 宮城県名取市増田一丁目１２番３６号 代表理事 根深雅美

3653 みやぎ亘理農業協同組合 宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字遠原３６番地 代表理事 大堀正信

3665 みやぎ登米農業協同組合 宮城県登米市迫町佐沼字中江三丁目９番地の１ 代表理事 佐野和夫

3704 古川農業協同組合 宮城県大崎市古川北町三丁目１０番３６号 代表理事 佐々木浩治

3710 加美よつば農業協同組合 宮城県加美郡色麻町四竈字柧木町１４番地の１ 代表理事 工藤義也

3721 新みやぎ農業協同組合 宮城県栗原市築館字照越大ケ原４３番地１ 代表理事 大内一也

3731 いしのまき農業協同組合 宮城県石巻市中里五丁目１番１２号 代表理事 松川孝行
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3751 みやぎ仙南農業協同組合 宮城県柴田郡柴田町西船迫一丁目１０番地の３ 代表理事 舟山健一

3762 かづの農業協同組合 秋田県鹿角市花輪字下中島１０番地２５ 代表理事 菅原俊二

3764 あきた北農業協同組合 秋田県大館市根下戸新町７番２２号 代表理事 虻川和義

3771 秋田たかのす農業協同組合 秋田県北秋田市大町３番１０号 代表理事 小笠原隆志

3784 あきた白神農業協同組合 秋田県能代市字一本木４７番地 代表理事 佐藤謙悦

3795 秋田やまもと農業協同組合 秋田県山本郡三種町鹿渡字町後２７０番地 代表理事 檜森保雄

3798 あきた湖東農業協同組合 秋田県南秋田郡五城目町字七倉１２３番地の２ 代表理事 舘岡誠一

3810 秋田なまはげ農業協同組合 秋田市千秋矢留町２番４０号 代表理事 佐藤広美

3825 秋田しんせい農業協同組合 秋田県由利本荘市荒町字塒台１番地１ 代表理事 小松忠彦

3855 秋田おばこ農業協同組合 秋田県大仙市佐野町５番５号 代表理事 小原正彦

3878 秋田ふるさと農業協同組合 秋田県横手市駅前町６番２２号 代表理事 佐藤誠一

3913 こまち農業協同組合 秋田県湯沢市北荒町５番８号 代表理事 遠田武

3917 うご農業協同組合 秋田県雄勝郡羽後町足田字泉田４５番地の１ 代表理事 佐藤虎雄

3929 大潟村農業協同組合 秋田県南秋田郡大潟村字中央１番地の５ 代表理事 小林肇

3931 山形市農業協同組合 山形市幸町１８番２０号 代表理事 大山敏弘

3932 山形農業協同組合 山形市旅篭町一丁目１２番３５号 代表理事 岡崎輝明

3938 天童市農業協同組合 山形県天童市老野森二丁目１番１号 代表理事 金平芳己
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3943 さがえ西村山農業協同組合 山形県寒河江市中央工業団地７５番地 代表理事 安孫子常哉

3960 みちのく村山農業協同組合 山形県村山市楯岡北町一丁目１番１号 代表理事 三浦康彦

3962 東根市農業協同組合 山形県東根市中央東三丁目７番２１号 代表理事 佐藤勝藏

3971 新庄市農業協同組合 山形県新庄市沖の町５番５５号 代表理事 柿崎広昭

3973 もがみ中央農業協同組合 山形県新庄市大字福田字福田山７１１番地７３ 代表理事 押切安雄

3987 金山農業協同組合 山形県最上郡金山町大字金山４５６番地３０ 代表理事 岸新也

3989 山形おきたま農業協同組合 山形県東置賜郡川西町大字上小松９７８番地１ 代表理事 若林英毅

4000 鶴岡市農業協同組合 山形県鶴岡市日吉町３番１号 代表理事 佐藤茂一

4013 庄内たがわ農業協同組合 山形県鶴岡市上藤島字備中下３番の１ 代表理事 太田政士

4022 余目町農業協同組合 山形県東田川郡庄内町余目字三人谷地１７２番地 代表理事 佐藤一彦

4027 庄内みどり農業協同組合 山形県酒田市曙町一丁目１番地 代表理事 田村久義

4036 酒田市袖浦農業協同組合 山形県酒田市坂野辺新田字葉萱１１２番地 代表理事 五十嵐良弥

4047 ふくしま未来農業協同組合 福島市北矢野目字原田東１番地の１ 代表理事 数又清市

4091 夢みなみ農業協同組合 福島県須賀川市大町８５番地 代表理事 佐々木一成

4132 東西しらかわ農業協同組合 福島県東白川郡棚倉町大字流字中豊８８番地 代表理事 薄葉功

4160 会津よつば農業協同組合 福島県会津若松市扇町３５番地１ 代表理事 原喜代志

4196 福島さくら農業協同組合 福島県郡山市朝日二丁目１４番７号 代表理事 志賀博之
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3008 茨城県信用農業協同組合連合会 茨城県水戸市梅香一丁目１番４号 代表理事 小林富美男

4238 水戸農業協同組合 茨城県水戸市赤塚二丁目２７番地 代表理事 飯島清光

4263 常陸農業協同組合 茨城県常陸太田市山下町３８８９番地 代表理事 秋山豊

4294 日立市多賀農業協同組合 茨城県日立市多賀町一丁目１２番１０号 代表理事 髙橋秀明

4295 茨城旭村農業協同組合 茨城県鉾田市造谷１３７９番地１８ 代表理事 新堀喜一

4296 ほこた農業協同組合 茨城県鉾田市安房１６５４番地３ 代表理事 内田政輝

4301 なめがたしおさい農業協同組合 茨城県神栖市深芝２７５２番地５ 代表理事 安藤昌義

4322 稲敷農業協同組合 茨城県稲敷市江戸崎甲３０１６番地の３ 代表理事 根本作左衛門

4344 水郷つくば農業協同組合 茨城県土浦市田中一丁目１番４号 代表理事 池田正

4363 つくば市農業協同組合 茨城県つくば市東岡３３５番地 代表理事 岡本秀男

4371 つくば市谷田部農業協同組合 茨城県つくば市谷田部２０７４番地１ 代表理事 中島俊光

4378 茨城みなみ農業協同組合 茨城県取手市毛有１１１番地 代表理事 齊藤繁

4387 やさと農業協同組合 茨城県石岡市柿岡３２３６番地６ 代表理事 神生賢一

4394 新ひたち野農業協同組合 茨城県石岡市南台三丁目２１番１４号 代表理事 細谷博之

4397 北つくば農業協同組合 茨城県筑西市岡芹２２２２番地 代表理事 古澤諭

4413 常総ひかり農業協同組合 茨城県下妻市宗道２０２８番地 代表理事 堤隆

4422 茨城むつみ農業協同組合 茨城県猿島郡境町大字長井戸２３番地 代表理事 石塚克己
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4425 岩井農業協同組合 茨城県坂東市岩井２２２９番地 代表理事 風見晴夫

4445 宇都宮農業協同組合 栃木県宇都宮市戸祭元町３番１０号 代表理事 横松久夫

4456 上都賀農業協同組合 栃木県鹿沼市鳥居跡町９８３番地１ 代表理事 青木孝雄

4463 はが野農業協同組合 栃木県真岡市八条９５番地 代表理事 国府田厚志

4478 下野農業協同組合 栃木市片柳町二丁目１番４４号 代表理事 長昌光

4490 小山農業協同組合 栃木県小山市神鳥谷一丁目１１番３２号 代表理事 渡邉文雄

4497 塩野谷農業協同組合 栃木県さくら市櫻野１６７０番地２ 代表理事 荒井秀忠

4507 那須野農業協同組合 栃木県那須塩原市黒磯６番地１ 代表理事 伊藤順久

4518 那須南農業協同組合 栃木県那須郡那珂川町白久１０番地 代表理事 中山正樹

4523 佐野農業協同組合 栃木県佐野市金吹町２３５１番地 代表理事 金井猛弘

4533 足利市農業協同組合 栃木県足利市弥生町２０番地 代表理事 増田髙

4540 赤城橘農業協同組合 群馬県渋川市赤城町滝沢６４番地の２ 代表理事 萩原一夫

4544 前橋市農業協同組合 群馬県前橋市富田町２４００番地の１ 代表理事 大塚隆夫

4563 高崎市農業協同組合 群馬県高崎市新保町１４８２番地 代表理事 堀米登

4567 はぐくみ農業協同組合 群馬県高崎市菊地町５５６番地１ 代表理事 竹内敏夫

4593 北群渋川農業協同組合 群馬県渋川市渋川１５７番地 代表理事 馬場悟

4594 多野藤岡農業協同組合 群馬県藤岡市三本木４１０番地１ 代表理事 櫻井英俊
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4608 甘楽富岡農業協同組合 群馬県富岡市富岡２６３８番地１ 代表理事 茂木一博

4613 碓氷安中農業協同組合 群馬県安中市原市６３４番地 代表理事 須藤幸男

4626 あがつま農業協同組合 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町６０７番地 代表理事 山崎拓美

4628 嬬恋村農業協同組合 群馬県吾妻郡嬬恋村大字大前７６７番地の２ 代表理事 関喜吉

4632 利根沼田農業協同組合 群馬県沼田市東原新町１９４０番地１ 代表理事 林康夫

4652 佐波伊勢崎農業協同組合 群馬県伊勢崎市連取町３０９６番地１ 代表理事 森村孝利

4664 新田みどり農業協同組合 群馬県みどり市笠懸町鹿２３５番地２ 代表理事 大澤孝志

4665 太田市農業協同組合 群馬県太田市新野町３２０番１ 代表理事 天笠淳家

4677 邑楽館林農業協同組合 群馬県館林市赤生田町８４７番地 代表理事 阿部裕幸

3011 埼玉県信用農業協同組合連合会 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目１２番９号 代表理事 松本俊一

4682 さいたま農業協同組合 さいたま市見沼区東大宮四丁目２１番地１ 代表理事 清水節男

4730 あさか野農業協同組合 埼玉県朝霞市大字溝沼４６６番地 代表理事 田中庸久

4735 いるま野農業協同組合 埼玉県川越市今成二丁目２９番地４ 代表理事 大木清志

4780 埼玉中央農業協同組合 埼玉県東松山市加美町１番２０号 代表理事 千野寿政

4792 ちちぶ農業協同組合 埼玉県秩父市上野町２９番２０号 代表理事 滝沢祥雄

4802 埼玉ひびきの農業協同組合 埼玉県本庄市早稲田の杜一丁目１４番１号 代表理事 塩谷和弘

4808 くまがや農業協同組合 埼玉県熊谷市箱田五丁目８番２号 代表理事 吉田公一
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4820 埼玉岡部農業協同組合 埼玉県深谷市普済寺１２１０番地１ 代表理事 松嶋多喜男

4823 花園農業協同組合 埼玉県深谷市小前田１１６９番地 代表理事 酒井俊秀

4828 ほくさい農業協同組合 埼玉県羽生市東七丁目１５番地３ 代表理事 大塚宏

4847 越谷市農業協同組合 埼玉県越谷市七左町七丁目２０９番地１ 代表理事 染谷朝授

4848 南彩農業協同組合 埼玉県春日部市南二丁目４番３０号 代表理事 菊池義雄

4859 埼玉みずほ農業協同組合 埼玉県幸手市東三丁目１０番４３号 代表理事 日下部一義

4864 さいかつ農業協同組合 埼玉県三郷市幸房１０１番地 代表理事 根岸信一郎

4874 ふかや農業協同組合 埼玉県深谷市内ケ島７２８番地１ 代表理事 原浩

4876 安房農業協同組合 千葉県館山市安東７２番地 代表理事 松元善一

4893 いすみ農業協同組合 千葉県いすみ市国府台１５１５番地の１ 代表理事 花﨑隆

4902 木更津市農業協同組合 千葉県木更津市長須賀３８２番地 代表理事 石渡肇

4909 君津市農業協同組合 千葉県君津市塚原１８５番地 代表理事 江澤武夫

4916 長生農業協同組合 千葉県茂原市高師１１５３番地 代表理事 河野豊

4929 山武郡市農業協同組合 千葉県山武市和田３７５番地の２ 代表理事 土屋秀雄

4949 市原市農業協同組合 千葉県市原市国分寺台中央一丁目７番地３ 代表理事 小茶文夫

4954 千葉みらい農業協同組合 千葉市中央区千葉港５番２５号 代表理事 小島英男

4955 八千代市農業協同組合 千葉県八千代市大和田新田６４０番地１ 代表理事 藤代清文
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4959 市川市農業協同組合 千葉県市川市北方町四丁目１３５２番地２ 代表理事 今野博之

4965 とうかつ中央農業協同組合 千葉県松戸市上本郷２２４３番地１ 代表理事 小倉忠勝

4975 ちば東葛農業協同組合 千葉県柏市高田３６２番地 代表理事 青木進

4992 成田市農業協同組合 千葉県成田市美郷台三丁目１６番地６ 代表理事 栗原廣行

4993 富里市農業協同組合 千葉県富里市七栄６５２番地２２５ 代表理事 根本実

4996 西印旛農業協同組合 千葉県印西市西の原四丁目３番地 代表理事 篠田隆

5000 かとり農業協同組合 千葉県香取市小見１０９８番地の１ 代表理事 武田好久

5016 ちばみどり農業協同組合 千葉県旭市ロの１５４９番地の１ 代表理事 江波戸一治

3013 東京都信用農業協同組合連合会 東京都立川市柴崎町三丁目５番２５号 代表理事 高野功

5030 西東京農業協同組合 東京都青梅市野上町二丁目２１番地の５ 代表理事 野﨑啓太郎

5037 西多摩農業協同組合 東京都羽村市羽東一丁目５番１号 代表理事 森田龍幸

5039 秋川農業協同組合 東京都あきる野市秋川三丁目１番地１ 代表理事 坂本勇

5050 八王子市農業協同組合 東京都八王子市椚田町５８５番地８ 代表理事 原島元義

5055 東京南農業協同組合 東京都日野市三沢三丁目５３番地の１５ 代表理事 小林和男

5060 町田市農業協同組合 東京都町田市森野二丁目２９番１５号 代表理事 吉川英明

5070 マインズ農業協同組合 東京都府中市分梅町三丁目６５番地１ 代表理事 田中幸雄

5072 東京みどり農業協同組合 東京都立川市幸町一丁目１４番地１ 代表理事 中村喜一
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5077 東京みらい農業協同組合 東京都東久留米市幸町三丁目７番２号 代表理事 大山裕視

5087 東京むさし農業協同組合 東京都小金井市貫井北町一丁目１０番１号 代表理事 小林俊之

5094 東京中央農業協同組合 東京都世田谷区粕谷三丁目１番１号 代表理事 宍戸幸男

5095 世田谷目黒農業協同組合 東京都世田谷区桜新町二丁目８番１号 代表理事 上保貴彦

5097 東京あおば農業協同組合 東京都練馬区高松五丁目２３番２７号 代表理事 久保秀一

5100 東京スマイル農業協同組合 東京都葛飾区白鳥四丁目１１番１７号 代表理事 眞利子伊知郎

3014 神奈川県信用農業協同組合連合会 横浜市中区海岸通一丁目２番地の２ 代表理事 秦道喜

5114 横浜農業協同組合 横浜市旭区二俣川一丁目６番地２１ 代表理事 柳下健一

5123 セレサ川崎農業協同組合 川崎市宮前区宮崎二丁目１３番地３８ 代表理事 梶稔

5128 よこすか葉山農業協同組合 神奈川県横須賀市久里浜一丁目１７番１０号 代表理事 龍崎智

5130 三浦市農業協同組合 神奈川県三浦市初声町下宮田３０２４番地１ 代表理事 杉野幸雄

5131 さがみ農業協同組合 神奈川県藤沢市湘南台五丁目１４番地１０ 代表理事 西山國正

5137 湘南農業協同組合 神奈川県伊勢原市田中２５０番地 代表理事 増田定二

5140 秦野市農業協同組合 神奈川県秦野市平沢４７７番地 代表理事 宮永均

5147 かながわ西湘農業協同組合 神奈川県小田原市鴨宮６２７番地 代表理事 天野信一

5152 厚木市農業協同組合 神奈川県厚木市水引二丁目９番２号 代表理事 大貫盛雄

5153 県央愛川農業協同組合 神奈川県愛甲郡愛川町中津７４７番地 代表理事 馬場紀光
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5159 相模原市農業協同組合 神奈川県相模原市中央区千代田一丁目２番１７号 代表理事 小泉幸隆

5162 神奈川つくい農業協同組合 神奈川県相模原市緑区中野５５０番地 代表理事 中里州克

3015 山梨県信用農業協同組合連合会 山梨県甲府市飯田一丁目１番２０号 代表理事 今福秀和

5169 フルーツ山梨農業協同組合 山梨県甲州市塩山上塩後１１００番地 代表理事 西島隆

5199 笛吹農業協同組合 山梨県笛吹市八代町南５６１番地 代表理事 小池一夫

5207 山梨みらい農業協同組合 山梨県甲府市下飯田三丁目５番１２号 代表理事 萩原爲仁

5243 南アルプス市農業協同組合 山梨県南アルプス市小笠原４５５番地 代表理事 中澤豊一

5260 梨北農業協同組合 山梨県韮崎市一ツ谷１８９５番地 代表理事 小池啓一

5272 クレイン農業協同組合 山梨県都留市田原一丁目２番３号 代表理事 髙橋明夫

5284 北富士農業協同組合 山梨県南都留郡富士河口湖町船津３１１２番地１ 代表理事 渡辺一正

5287 鳴沢村農業協同組合 山梨県南都留郡鳴沢村７１１番地４ 代表理事 渡辺久男

3016 長野県信用農業協同組合連合会 長野市大字南長野北石堂町１１７７番地３ 代表理事 佐藤卓治

5311 長野八ヶ岳農業協同組合 長野県南佐久郡南牧村大字野辺山１０６番地１ 代表理事 津金一成

5335 佐久浅間農業協同組合 長野県佐久市猿久保８８２番地 代表理事 浅沼博

5348 信州うえだ農業協同組合 長野県上田市大手二丁目７番１０号 代表理事 眞島実

5372 信州諏訪農業協同組合 長野県諏訪市大字四賀字広瀬橋通７８４１番 代表理事 小松八郎

5384 上伊那農業協同組合 長野県伊那市狐島４２９１番地 代表理事 西村篝
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5405 みなみ信州農業協同組合 長野県飯田市鼎東鼎２８１番地 代表理事 寺沢寿男

5441 木曽農業協同組合 長野県木曽郡木曽町福島２８００番地 代表理事 田屋万芳

5448 松本ハイランド農業協同組合 長野県松本市南松本一丁目２番１６号 代表理事 田中均

5462 洗馬農業協同組合 長野県塩尻市大字洗馬２７２０番地３ 代表理事 北沢泉

5466 あづみ農業協同組合 長野県安曇野市豊科４２７０番地６ 代表理事 千國茂

5470 大北農業協同組合 長野県大町市大町字光明寺３０９１番地の１ 代表理事 武井宏文

5477 グリーン長野農業協同組合 長野市篠ノ井布施高田９６１番地２ 代表理事 栗林和洋

5491 中野市農業協同組合 長野県中野市三好町一丁目２番８号 代表理事 望月隆

5499 ながの農業協同組合 長野市大字中御所字岡田１３１番地１４ 代表理事 宮澤清志

3017 新潟県信用農業協同組合連合会 新潟市中央区東中通一番町１８９番地３ 代表理事 町田智

5554 北越後農業協同組合 新潟県新発田市島潟１１８４番地１ 代表理事 佐藤正喜

5568 胎内市農業協同組合 新潟県胎内市本郷字家の下４９３番地２ 代表理事 齋藤和信

5600 新潟かがやき農業協同組合 新潟県新潟市西蒲区漆山８８３３番地 代表理事 渡部修一

5631 にいがた南蒲農業協同組合 新潟県三条市下保内３４８番地１ 代表理事 高山栄
2023年2月1日　越後ながおか農協・越後さんとう農協・柏崎農
協と合併　新設JA名称：えちご中越農業協同組合

5666 越後ながおか農業協同組合 新潟県長岡市今朝白二丁目７番２５号 代表理事 三浦藤昭
2023年2月1日　にいがた南蒲農協・越後さんとう農協・柏崎農
協と合併　新設JA名称：えちご中越農業協同組合

5666 えちご中越農業協同組合 新潟県長岡市今朝白二丁目７番２５号 ― ―
2023年2月1日　にいがた南蒲農協・越後ながおか農協・越後さ
んとう農協・柏崎農協の合併により新設

5685 越後さんとう農業協同組合 新潟県長岡市大野２４９番地 代表理事 今村均
2023年2月1日　にいがた南蒲農協・越後ながおか農協・柏崎
農協と合併　新設JA名称：えちご中越農業協同組合
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5690 越後おぢや農業協同組合 新潟県小千谷市城内四丁目１番５５号 代表理事 藤島睦

5693 北魚沼農業協同組合 新潟県魚沼市中原２５８番地３ 代表理事 星正人

5707 みなみ魚沼農業協同組合 新潟県南魚沼市美佐島１８３４番地１ 代表理事 井口啓一

5714 十日町農業協同組合 新潟県十日町市高田町六丁目６４１番地１ 代表理事 佐藤聰

5719 津南町農業協同組合 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊１２５番地１ 代表理事 宮澤嘉孝

5720 柏崎農業協同組合 新潟県柏崎市駅前一丁目３番２２号 代表理事 小林眞
2023年2月1日　にいがた南蒲農協・越後ながおか農協・越後さ
んとう農協と合併　新設JA名称：えちご中越農業協同組合

5768 えちご上越農業協同組合 新潟県上越市藤巻５番３０号 代表理事 羽深真一

5797 ひすい農業協同組合 新潟県糸魚川市大町一丁目３番４号 代表理事 吉原勝廣

5815 かみはやし農業協同組合 新潟県村上市山田９３０番地５ 代表理事 阿部元広

5823 にいがた岩船農業協同組合 新潟県村上市田端町８番５号 代表理事 髙橋豊明

5832 佐渡農業協同組合 新潟県佐渡市原黒３００番地１ 代表理事 竪野信

5847 羽茂農業協同組合 新潟県佐渡市羽茂本郷５０４番地３ 代表理事 本間龍策

5864 新潟市農業協同組合 新潟市東区海老ケ瀬５１２番地１ 代表理事 石山德行

5877 みな穂農業協同組合 富山県下新川郡入善町入膳３４８９の１番地 代表理事 細田勝二

5883 黒部市農業協同組合 富山県黒部市天神新２１０番地の１ 代表理事 平野正義

5885 魚津市農業協同組合 富山県魚津市北鬼江二丁目１４番５号 代表理事 海野武史

5888 アルプス農業協同組合 富山県中新川郡上市町若杉３番地３ 代表理事 佐伯敏隆
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5895 あおば農業協同組合 富山市八尾町福島４７１番地１ 代表理事 浅地忠彦

5897 富山市農業協同組合 富山市吉岡４６６番地１ 代表理事 高野諭

5898 なのはな農業協同組合 富山市豊田本町三丁目１８番２１号 代表理事 谷井悦子

5906 山田村農業協同組合 富山市山田中村２４４番地 代表理事 若林正幸

5911 いみず野農業協同組合 富山県射水市北野１５５５番地の１ 代表理事 塚本清

5916 高岡市農業協同組合 富山県高岡市あわら町１番１号 代表理事 大井一博

5920 氷見市農業協同組合 富山県氷見市朝日丘２番３２号 代表理事 伊藤宣良

5921 となみ野農業協同組合 富山県砺波市宮沢町３番１１号 代表理事 佐野日出勇

5927 なんと農業協同組合 富山県南砺市金戸２６８番地の１ 代表理事 上田憲仁

5932 いなば農業協同組合 富山県小矢部市赤倉９６番 代表理事 黒田順郎

5935 福光農業協同組合 富山県南砺市荒木５３１８番地 代表理事 幅田浩司

3019 石川県信用農業協同組合連合会 石川県金沢市古府一丁目２２０番地 代表理事 南昇

5943 加賀農業協同組合 石川県加賀市作見町ホ１０番地１ 代表理事 中村眞

5962 小松市農業協同組合 石川県小松市上小松町丙２５２番地 代表理事 西沢耕一

5980 根上農業協同組合 石川県能美市大成町リ４０番地 代表理事 吉岡康廣

5982 能美農業協同組合 石川県能美市粟生町ヨ１番地 代表理事 和田憲光

5997 松任市農業協同組合 石川県白山市村井町１７７６番地 代表理事 得田恵裕
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6010 野々市農業協同組合 石川県野々市市中林五丁目１番５ 代表理事 初野健二

6012 白山農業協同組合 石川県白山市井口町に６２番地１ 代表理事 竹内文雄

6024 金沢中央農業協同組合 石川県金沢市入江一丁目１番地 代表理事 田村政博

6025 金沢市農業協同組合 石川県金沢市松寺町未５９番地１ 代表理事 虎本重

6062 石川かほく農業協同組合 石川県河北郡津幡町字清水チ３２９番地 代表理事 西川一郎

6076 はくい農業協同組合 石川県羽咋市太田町と１０５番地 代表理事 山本好和

6084 志賀農業協同組合 石川県羽咋郡志賀町末吉新保向１番地 代表理事 新谷克己

6094 能登わかば農業協同組合 石川県七尾市矢田新町イ部６番地７ 代表理事 寺西清悟

6113 おおぞら農業協同組合 石川県鳳珠郡穴水町字大町ほの９５番地 代表理事 藤田繁信

6121 内浦町農業協同組合 石川県鳳珠郡能登町字松波１１字４５番地 代表理事 中谷伸夫

6122 珠洲市農業協同組合 石川県珠洲市野々江町ユ部４０番地１ 代表理事 表野悦夫

3020 岐阜県信用農業協同組合連合会 岐阜市宇佐南四丁目１３番１号 代表理事 渡邉茂典

6129 ぎふ農業協同組合 岐阜市司町３７番地 代表理事 岩佐哲司

6175 西美濃農業協同組合 岐阜県大垣市東前町９５５番地の１ 代表理事 小林徹

6198 いび川農業協同組合 岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方１５番地 代表理事 堀尾茂之

6242 めぐみの農業協同組合 岐阜県関市若草通一丁目１番地 代表理事 山内清久

6265 陶都信用農業協同組合 岐阜県多治見市音羽町三丁目２３番地 代表理事 古川敏之
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6287 東美濃農業協同組合 岐阜県中津川市茄子川１６４６番地の１９ 代表理事 細江成徳

6313 飛騨農業協同組合 岐阜県高山市冬頭町１番地の１ 代表理事 谷口壽夫

3021 静岡県信用農業協同組合連合会 静岡市駿河区曲金三丁目８番１号 代表理事 田代芳彦

6345 富士伊豆農業協同組合 静岡県沼津市下香貫字上障子４１５番地の１ 代表理事 鈴木正三

6363 清水農業協同組合 静岡市清水区庵原町１番地 代表理事 柴田篤郎

6373 静岡市農業協同組合 静岡市駿河区曲金五丁目４番７０号 代表理事 大原正和

6377 大井川農業協同組合 静岡県藤枝市緑の丘１番地の１ 代表理事 増田政光

6382 ハイナン農業協同組合 静岡県牧之原市静波７３番地５ 代表理事 大石直司

6386 掛川市農業協同組合 静岡県掛川市千羽１００番地の１ 代表理事 松永大吾

6387 遠州夢咲農業協同組合 静岡県菊川市下平川６２６５番地 代表理事 河原﨑友二

6391 遠州中央農業協同組合 静岡県磐田市見付３５９９番地１ 代表理事 山田耕司

6403 とぴあ浜松農業協同組合 静岡県浜松市東区有玉南町１９７５番地 代表理事 豊田勇治

6423 三ヶ日町農業協同組合 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日８８５番地 代表理事 井口義朗

3022 愛知県信用農業協同組合連合会 名古屋市中区錦三丁目３番８号 代表理事 太田亮介

6430 なごや農業協同組合 名古屋市東区代官町３３番２７号 代表理事 山口義博

6436 天白信用農業協同組合 名古屋市天白区池場二丁目２３０４番地 代表理事 村瀬秀隆

6443 緑信用農業協同組合 名古屋市緑区潮見が丘二丁目３２５番地 代表理事 小島教正
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6451 尾張中央農業協同組合 愛知県小牧市高根二丁目７番地の１ 代表理事 長谷川浩敏

6456 西春日井農業協同組合 愛知県北名古屋市西之保南若１１番地 代表理事 後藤眞次

6466 あいち尾東農業協同組合 愛知県日進市蟹甲町池下２１３番地１ 代表理事 石黒秀一

6470 愛知北農業協同組合 愛知県江南市古知野町熱田７２番地 代表理事 大藪泉

6483 愛知西農業協同組合 愛知県一宮市北小渕字道上１５番地１ 代表理事 吉田明

6503 海部東農業協同組合 愛知県津島市神守町字中町１５番地 代表理事 大橋義弘

6514 あいち海部農業協同組合 愛知県津島市大縄町九丁目６３番地 代表理事 平野和実

6531 あいち知多農業協同組合 愛知県常滑市多屋字茨廻間１番地１１１ 代表理事 山本和孝

6552 あいち中央農業協同組合 愛知県安城市御幸本町５０１番地１ 代表理事 石川克則

6560 西三河農業協同組合 愛知県西尾市寄住町下田１５番地 代表理事 齋藤種治

6572 あいち三河農業協同組合 愛知県岡崎市坂左右町字葦ノ部１８番地１ 代表理事 天野吉伸

6582 あいち豊田農業協同組合 愛知県豊田市西町四丁目５番地 代表理事 石川尚人

6591 愛知東農業協同組合 愛知県新城市平井字中田６番地の１ 代表理事 海野文貴

6606 蒲郡市農業協同組合 愛知県蒲郡市宮成町２番１号 代表理事 鈴木茂正

6612 ひまわり農業協同組合 愛知県豊川市諏訪一丁目１番地 代表理事 権田晃範

6615 愛知みなみ農業協同組合 愛知県田原市古田町岡ノ越６番地４ 代表理事 鈴木照彦

6618 豊橋農業協同組合 愛知県豊橋市野依町字西川５番地 代表理事 伊藤友之
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3023 三重県信用農業協同組合連合会 三重県津市栄町一丁目９６０番地 代表理事 内藤真毅

6649 三重北農業協同組合 三重県四日市市鵜の森一丁目５番１９号 代表理事 生川秀治

6665 鈴鹿農業協同組合 三重県鈴鹿市地子町１２６８番地 代表理事 谷口俊二

6673 津安芸農業協同組合 三重県津市一色町２１１番地 代表理事 水谷隆

6677 みえなか農業協同組合 三重県松阪市豊原町１０４３番地１ 代表理事 前田孝幸

6697 多気郡農業協同組合 三重県多気郡明和町大字斎宮１８３１番地の２１ 代表理事 西井正

6731 伊勢農業協同組合 三重県度会郡度会町大野木１８５８番地 代表理事 西村隆行

6758 伊賀ふるさと農業協同組合 三重県伊賀市平野西町１番１ 代表理事 北川俊一

3024 福井県信用農業協同組合連合会 福井市大手三丁目２番１８号 代表理事 五十川克美

6785 福井県農業協同組合 福井市大手三丁目２番１８号 代表理事 冨田勇一

6853 越前たけふ農業協同組合 福井県越前市本多二丁目１０番２２号 代表理事 土本俊三

3025 滋賀県信用農業協同組合連合会 滋賀県大津市京町四丁目３番３８号 代表理事 川﨑宏

6874 レーク滋賀農業協同組合 滋賀県大津市打出浜１４番１号 代表理事 木村義典

6889 甲賀農業協同組合 滋賀県甲賀市水口町水口６１１１番地の１ 代表理事 池村正

6897 グリーン近江農業協同組合 滋賀県東近江市八日市町１番１７号 代表理事 大林茂松

6900 滋賀蒲生町農業協同組合 滋賀県東近江市市子殿町２４０番地 代表理事 谷口信樹

6909 東能登川農業協同組合 滋賀県東近江市垣見町８１８番地 代表理事 川南誠孝
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6911 湖東農業協同組合 滋賀県東近江市池庄町５０７番地 代表理事 貝沼武司

6912 東びわこ農業協同組合 滋賀県彦根市川瀬馬場町９２２番地１ 代表理事 宮尾和孝

6919 レーク伊吹農業協同組合 滋賀県米原市宇賀野２８０番地の１ 代表理事 谷口由行

6924 北びわこ農業協同組合 滋賀県長浜市湖北町速水２７２１番地 代表理事 田中洋輝

3026 京都府信用農業協同組合連合会 京都市南区東九条西山王町１番地 代表理事 髙見裕昭

6941 京都市農業協同組合 京都市右京区西院西溝崎町２４番地 代表理事 戸田秀司

6956 京都中央農業協同組合 京都府長岡京市開田四丁目１４番８号 代表理事 田村義明

6961 京都やましろ農業協同組合 京都府京田辺市田辺鳥本１番地２ 代表理事 十川洋美

6990 京都農業協同組合 京都府亀岡市余部町天神又２番地本館 代表理事 大槻松平

6996 京都丹の国農業協同組合 京都府綾部市宮代町前田２０番地 代表理事 迫沼満壽

3027 大阪府信用農業協同組合連合会 大阪市中央区高麗橋三丁目３番７号 代表理事 中上文宏

7025 北大阪農業協同組合 大阪府吹田市山田西四丁目１５番１号 代表理事 木下昭男

7029 高槻市農業協同組合 大阪府高槻市城北町一丁目１５番８号 代表理事 森本茂

7032 茨木市農業協同組合 大阪府茨木市上穂積二丁目１番５０号 代表理事 岡本康夫

7041 大阪北部農業協同組合 大阪府箕面市桜井二丁目８番８号 代表理事 中井勝次

7087 大阪泉州農業協同組合 大阪府泉佐野市日根野４０４０番地の１ 代表理事 楠畑孝博

7092 いずみの農業協同組合 大阪府岸和田市別所町三丁目１３番２０号 代表理事 谷口敏信
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7111 堺市農業協同組合 大阪府堺市西区上野芝町二丁１番１号 代表理事 寺下三郎

7139 大阪南農業協同組合 大阪府富田林市甲田三丁目４番１０号 代表理事 内本直哉

7156 グリーン大阪農業協同組合 大阪府東大阪市荒本北一丁目５番５０号 代表理事 中野博之

7164 大阪中河内農業協同組合 大阪府八尾市南小阪合町二丁目２番２号 代表理事 廣川清温

7184 大阪東部農業協同組合 大阪府大東市野崎四丁目４番４７号 代表理事 戸野谷益之

7191 九個荘農業協同組合 大阪府寝屋川市高柳一丁目１番２４号 代表理事 玉川好裕

7193 北河内農業協同組合 大阪府枚方市大垣内町二丁目１番１１号 代表理事 中木福義

7200 大阪市農業協同組合 大阪市平野区加美鞍作二丁目２番１号 代表理事 菱井由一

3028 兵庫県信用農業協同組合連合会 神戸市中央区海岸通１番地 代表理事 山森大資

7213 兵庫六甲農業協同組合 神戸市北区有野中町二丁目１２番１３号 代表理事 平尾勝春

7239 あかし農業協同組合 兵庫県明石市大久保町駅前一丁目７番地の４ 代表理事 古河克規

7240 兵庫南農業協同組合 兵庫県加古川市加古川町寺家町６２１番地 代表理事 中村良祐

7249 みのり農業協同組合 兵庫県加東市社１７７７番地の１ 代表理事 神澤友重

7264 兵庫みらい農業協同組合 兵庫県加西市玉野町１１５６番地の１ 代表理事 小紫康正

7274 加古川市南農業協同組合 兵庫県加古川市野口町野口５５番地の１ 代表理事 岩坂嘉邦

7288 兵庫西農業協同組合 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町２１６番地 代表理事 福本博之

7316 相生市農業協同組合 兵庫県相生市大石町１９番１号 代表理事 山本潔
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7326 ハリマ農業協同組合 兵庫県宍粟市一宮町東市場４２９番地の１ 代表理事 柴原利春

7338 たじま農業協同組合 兵庫県豊岡市九日市上町５５０番地の１ 代表理事 太田垣哲男

7353 丹波ひかみ農業協同組合 兵庫県丹波市氷上町市辺４４０番地 代表理事 藤原昌和

7362 丹波ささやま農業協同組合 兵庫県丹波篠山市大沢４３８番地の１ 代表理事 澤本辰夫

7363 淡路日の出農業協同組合 兵庫県淡路市志筑３１１２番地の１４ 代表理事 相坂有俊

7373 あわじ島農業協同組合 兵庫県南あわじ市市青木１８番地の１ 代表理事 原口和幸

7387 奈良県農業協同組合 奈良市大森町５７番地の３ 代表理事 村本佳宜

3030 和歌山県信用農業協同組合連合会 和歌山市美園町五丁目１番地の１ 代表理事 佐武徹郎

7532 わかやま農業協同組合 和歌山市栗栖６４２番地 代表理事 坂東紀好

7541 ながみね農業協同組合 和歌山県海南市大野中７１８番地の１ 代表理事 角谷泰宏

7543 紀の里農業協同組合 和歌山県紀の川市上野１２番地５ 代表理事 岩上昌義

7550 紀北川上農業協同組合 和歌山県橋本市高野口町名古曽９２２番地の２ 代表理事 宮崎卓郎

7559 ありだ農業協同組合 和歌山県有田郡有田川町大字天満４７番地の１ 代表理事 森田耕司

7565 紀州農業協同組合 和歌山県御坊市湯川町財部６６８番地の１ 代表理事 芝光洋

7576 紀南農業協同組合 和歌山県田辺市朝日ケ丘２４番１７号 代表理事 山本治夫

7591 みくまの農業協同組合 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字天満１２２番地 代表理事 漆畑繁生

3031 鳥取県信用農業協同組合連合会 鳥取市末広温泉町７２３番地 代表理事 入江勲顕
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7601 鳥取いなば農業協同組合 鳥取市行徳一丁目１０３番地 代表理事 影井克博

7625 鳥取中央農業協同組合 鳥取県倉吉市越殿町１４０９番地 代表理事 栗原隆政

7641 鳥取西部農業協同組合 鳥取県米子市東福原一丁目５番１６号 代表理事 中西広則

7708 島根県農業協同組合 島根県松江市殿町１９番地１ 代表理事 石川寿樹

7755 岡山市農業協同組合 岡山市北区大供表町１番１号 代表理事 岡信明

7837 晴れの国岡山農業協同組合 岡山県倉敷市玉島八島１５１０番地１ 代表理事 石我均

3034 広島県信用農業協同組合連合会 広島市中区大手町四丁目６番１号 代表理事 船倉克治

7909 広島市農業協同組合 広島市安佐南区中筋三丁目２６番１６号 代表理事 吉川清二

7913 呉農業協同組合 広島県呉市西中央一丁目２番２５号 代表理事 三戸正宏

7916 安芸農業協同組合 広島県安芸郡海田町窪町８番８号 代表理事 小田原勝好

7938 佐伯中央農業協同組合 広島県廿日市市宮内４４７３番地の１ 代表理事 忠末宜伸

7981 広島北部農業協同組合 広島県安芸高田市吉田町常友１２１０番地 代表理事 佐々木祥文

7994 広島中央農業協同組合 広島県東広島市西条栄町１０番３５号 代表理事 河野孝行

8011 芸南農業協同組合 広島県東広島市安芸津町三津４２５８番地１ 代表理事 山田政数

8019 広島ゆたか農業協同組合 広島県呉市豊町大長５９１５番地８ 代表理事 金子仁

8027 三原農業協同組合 広島県三原市皆実四丁目７番２８号 代表理事 田中義彦

8029 尾道市農業協同組合 広島県尾道市新浜一丁目１０番３１号 代表理事 丹下和博
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8047 福山市農業協同組合 広島県福山市花園町二丁目７番１号 代表理事 占部浩道

8069 三次農業協同組合 広島県三次市十日市東三丁目１番１号 代表理事 冨野井利弘

8076 庄原農業協同組合 広島県庄原市西本町二丁目１４番１号 代表理事 藤原信孝

3035 山口県信用農業協同組合連合会 山口県山口市小郡下郷２１３９番地 代表理事 松本隆志

8134 山口県農業協同組合 山口県山口市小郡下郷２１３９番地 代表理事 金子光夫

3036 徳島県信用農業協同組合連合会 徳島市北佐古一番町５番１２号 代表理事 河野健志

8231 徳島市農業協同組合 徳島市万代町五丁目７１番地１１ 代表理事 松田清見

8234 東とくしま農業協同組合 徳島県小松島市立江町字大田ノ浦１１番地の１４ 代表理事 荒井義之

8242 名西郡農業協同組合 徳島県名西郡石井町高川原字高川原２１８番地 代表理事 澤口佳史

8252 板野郡農業協同組合 徳島県板野郡上板町神宅字宮ノ北２２番地 代表理事 橋本浩

8257 徳島北農業協同組合 徳島県鳴門市大麻町大谷字八反田１０番地１ 代表理事 荒田宏明

8261 大津松茂農業協同組合 徳島県鳴門市大津町備前島字横丁ノ越２９７番地１ 代表理事 佐々木伸夫

8263 里浦農業協同組合 徳島県鳴門市里浦町里浦字花面２３３番地１ 代表理事 平田敏

8268 阿南農業協同組合 徳島県阿南市桑野町上張１５番地 代表理事 木村晃

8288 かいふ農業協同組合 徳島県海部郡海陽町大里字松ノ本７７番地 代表理事 濵﨑禎文

8296 阿波市農業協同組合 徳島県阿波市阿波町南柴生２０６番地 代表理事 前田安夫

8305 麻植郡農業協同組合 徳島県吉野川市鴨島町鴨島１０６番地の１１ 代表理事 川村修

29



8312 美馬農業協同組合 徳島県美馬市脇町字拝原１３００番地 代表理事 藤本博明

8323 阿波みよし農業協同組合 徳島県三好郡東みよし町昼間１８１２番地 代表理事 大西常夫

3037 香川県信用農業協同組合連合会 香川県高松市寿町一丁目３番６号 代表理事 岡山勝

8332 香川県農業協同組合 香川県高松市寿町一丁目３番６号 代表理事 村川進

3038 愛媛県信用農業協同組合連合会 愛媛県松山市南堀端町２番地３ 代表理事 二宮敬明

8389 うま農業協同組合 愛媛県四国中央市中之庄町１６８４番地４ 代表理事 合田久

8397 えひめ未来農業協同組合 愛媛県新居浜市田所町３番６３号 代表理事 加藤尚

8398 周桑農業協同組合 愛媛県西条市丹原町池田１７０１番地１ 代表理事 山内謙治

8400 越智今治農業協同組合 愛媛県今治市北宝来町一丁目１番地５ 代表理事 渡部浩忠

8401 今治立花農業協同組合 愛媛県今治市北鳥生町三丁目３番１４号 代表理事 岡林興通

8425 松山市農業協同組合 愛媛県松山市三番町八丁目３２５番１ 代表理事 阿部和孝

8457 愛媛たいき農業協同組合 愛媛県大洲市東大洲１９８番地 代表理事 菊地秀明

8463 西宇和農業協同組合 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目１２番１０号 代表理事 小笠原栄治

8477 東宇和農業協同組合 愛媛県西予市宇和町卯之町二丁目４６２番地 代表理事 石野満章

8482 えひめ南農業協同組合 愛媛県宇和島市栄町港三丁目３０３番地 代表理事 山本長雄

8500 えひめ中央農業協同組合 愛媛県松山市千舟町八丁目１２８番地１ 代表理事 福島幸則

3039 高知県信用農業協同組合連合会 高知市北御座２番２７号 代表理事 信吉理弘
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8551 高知市農業協同組合 高知市高須東町４番８号 代表理事 宮脇眞道

8582 高知県農業協同組合 高知県高知市五台山５０１５番地１ 代表理事 秦泉寺雅一

8589 土佐くろしお農業協同組合 高知県須崎市多ノ郷甲３７５１番地１１ 代表理事 矢野俊二

3040 福岡県信用農業協同組合連合会 福岡市中央区天神四丁目１０番１２号 代表理事 平田徳光

8621 宗像農業協同組合 福岡県宗像市東郷四丁目３番１号 代表理事 小島信昭

8626 粕屋農業協同組合 福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈１２２９番地 代表理事 安河内豊

8632 福岡市東部農業協同組合 福岡市東区筥松二丁目１９番１６号 代表理事 藤野真治

8633 福岡市農業協同組合 福岡市中央区天神四丁目９番１号 代表理事 鬼木晴人

8635 糸島農業協同組合 福岡県糸島市前原東二丁目７番１号 代表理事 山﨑重俊

8636 筑紫農業協同組合 福岡県筑紫野市杉塚三丁目３番１０号 代表理事 白水清博

8645 筑前あさくら農業協同組合 福岡県朝倉市甘木２２１番地の１ 代表理事 窪山金吾

8653 にじ農業協同組合 福岡県うきは市吉井町３５６番地の１ 代表理事 右田英訓

8656 みい農業協同組合 福岡県小郡市大板井２６７番地の１ 代表理事 平田浩則

8660 久留米市農業協同組合 福岡県久留米市篠原町４番地の７ 代表理事 森光佐一郎

8664 三潴町農業協同組合 福岡県久留米市三潴町田川２１１番地 代表理事 江島光二

8667 福岡大城農業協同組合 福岡県三潴郡大木町大字八町牟田３３０番地 代表理事 添島喜久

8668 福岡八女農業協同組合 福岡県八女市本村４２０番地の１ 代表理事 野中公彦
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8680 柳川農業協同組合 福岡県柳川市上宮永町４２５番地１ 代表理事 新谷一廣

8689 南筑後農業協同組合 福岡県みやま市瀬高町下庄７７４番地の１ 代表理事 吉田昭

8692 北九州農業協同組合 北九州市八幡西区金剛二丁目３番３号 代表理事 森克己

8694 直鞍農業協同組合 福岡県直方市知古二丁目３番４号 代表理事 堀勝彦

8701 福岡嘉穂農業協同組合 福岡県飯塚市小正３１９番地１ 代表理事 笹尾宏俊

8715 田川農業協同組合 福岡県田川市大字伊田３５５０番地 代表理事 田中秀信

8730 福岡京築農業協同組合 福岡県豊前市大字荒堀５００番地 代表理事 時本数章

3041 佐賀県信用農業協同組合連合会 佐賀市栄町３番３２号 代表理事 材木洋幸

8740 佐賀市中央農業協同組合 佐賀市駅前中央一丁目３番１号 代表理事 飯盛啓次

8762 佐賀県農業協同組合 佐賀市栄町３番３２号 代表理事 大島信之

8766 唐津農業協同組合 佐賀県唐津市浜玉町浜崎５９８番地１ 代表理事 堤武彦

8771 伊万里市農業協同組合 佐賀県伊万里市立花町１２９０番地１ 代表理事 田代直樹

8794 長崎西彼農業協同組合 長崎市興善町６番７号 代表理事 中川一範

8813 長崎県央農業協同組合 長崎県諫早市栗面町１７４番地１ 代表理事 真壁正二郎

8829 島原雲仙農業協同組合 長崎県島原市萩原二丁目５１９２番地１ 代表理事 苑田康治

8857 ながさき西海農業協同組合 長崎県佐世保市吉井町立石１２番地１ 代表理事 田中芳秀

8893 ごとう農業協同組合 長崎県五島市籠淵町２４５０番地１ 代表理事 家永嘉弘
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8905 壱岐市農業協同組合 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５６０番地 代表理事 川﨑裕司

8906 対馬農業協同組合 長崎県対馬市厳原町中村６０６番地１９ 代表理事 縫田和己

8916 熊本市農業協同組合 熊本市中央区南熊本一丁目７番２６号 代表理事 野原泰夫

8926 玉名農業協同組合 熊本県玉名市六田７番１ 代表理事 久保英広

8941 鹿本農業協同組合 熊本県山鹿市鹿央町持松１５９番地１ 代表理事 大仁田勲

8949 菊池地域農業協同組合 熊本県菊池市旭志川辺１８７５番地 代表理事 三角修

8964 阿蘇農業協同組合 熊本県阿蘇市一の宮町宮地３８７番地５ 代表理事 原山寅雄

8982 上益城農業協同組合 熊本県上益城郡甲佐町大字白旗５４３番地１ 代表理事 田原要一

9010 熊本宇城農業協同組合 熊本県宇城市松橋町久具３０２番地２ 代表理事 丸田博雄

9017 八代地域農業協同組合 熊本県八代市古城町２６９０番地 代表理事 山住昭二

9043 あしきた農業協同組合 熊本県葦北郡芦北町大字佐敷４２４番地 代表理事 白坂主税

9048 球磨地域農業協同組合 熊本県球磨郡錦町大字一武２６５７番地の４ 代表理事 福田勝徳

9069 本渡五和農業協同組合 熊本県天草市南新町９番地２２ 代表理事 梅川正

9070 あまくさ農業協同組合 熊本県天草市太田町１番地２ 代表理事 崎本和人

9072 苓北町農業協同組合 熊本県天草郡苓北町志岐１０１０番地 代表理事 濵石和男

3044 大分県信用農業協同組合連合会 大分市舞鶴町一丁目４番１５号 代表理事 垣迫秀明

9103 べっぷ日出農業協同組合 大分県別府市大字鶴見４５番地の３ 代表理事 佐藤隆博
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9104 大分県農業協同組合 大分市花園三丁目２番１０号 代表理事 平間悟

9145 大分大山町農業協同組合 大分県日田市大山町西大山３４８７番地 代表理事 矢羽田正豪

3045 宮崎県信用農業協同組合連合会 宮崎市霧島一丁目１番地１ 代表理事 迫義文

9169 宮崎中央農業協同組合 宮崎市丸島町１番１７号 代表理事 栗原俊朗

9177 綾町農業協同組合 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣４８０番地１ 代表理事 坂元芳郎

9178 はまゆう農業協同組合 宮崎県日南市吾田東二丁目５番１５号 代表理事 藏富英志

9181 串間市大束農業協同組合 宮崎県串間市大字奈留５２３７番地１ 代表理事 渡邊博康

9184 都城農業協同組合 宮崎県都城市上川東三丁目４号１番 代表理事 矢吉照美

9193 こばやし農業協同組合 宮崎県小林市細野１３２１番地 代表理事 入佐美昭

9197 えびの市農業協同組合 宮崎県えびの市大字大明司１０６１番地１ 代表理事 小吹敏博

9200 児湯農業協同組合 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋９９番地１ 代表理事 壹岐浩史

9203 尾鈴農業協同組合 宮崎県児湯郡川南町大字川南１３６５８番地１ 代表理事 本多久巳典

9205 西都農業協同組合 宮崎県西都市大字右松２０７１番地 代表理事 緒方俊郎

9208 延岡農業協同組合 宮崎県延岡市川原崎町２８１番地１ 代表理事 楠田富雄

9213 日向農業協同組合 宮崎県日向市鶴町一丁目３番１２号 代表理事 藤本隆康

9221 高千穂地区農業協同組合 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井１番地 代表理事 佐藤友則

3046 鹿児島県信用農業協同組合連合会 鹿児島市鴨池新町１５番地 代表理事 上野俊文
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9229 鹿児島みらい農業協同組合 鹿児島市小川町２７番１７号 代表理事 村山眞一郎

9251 いぶすき農業協同組合 鹿児島県指宿市山川成川３８３０番地 代表理事 福吉秀一

9257 南さつま農業協同組合 鹿児島県南九州市知覧町郡１７２８５番地 代表理事 山下良行

9270 さつま日置農業協同組合 鹿児島県日置市伊集院町下谷口１８１０番地 代表理事 宇都清照

9296 北さつま農業協同組合 鹿児島県薩摩郡さつま町虎居７４５番地 代表理事 春田和則

9302 鹿児島いずみ農業協同組合 鹿児島県出水市高尾野町下水流８９０番地 代表理事 上宗光

9319 あいら農業協同組合 鹿児島県霧島市国分中央三丁目３番１０号 代表理事 中條秀二

9332 そお鹿児島農業協同組合 鹿児島県曽於市大隅町岩川５５９１番地１ 代表理事 竹内和久

9338 あおぞら農業協同組合 鹿児島県志布志市有明町野井倉１３７３番地１ 代表理事 山川政文

9341 鹿児島きもつき農業協同組合 鹿児島県鹿屋市白崎町１番１号 代表理事 下小野田寛

9347 肝付吾平町農業協同組合 鹿児島県鹿屋市吾平町麓３３３８番地４ 代表理事 今吉幸夫

9353 種子屋久農業協同組合 鹿児島県熊毛郡中種子町野間５２８１番地 代表理事 岩次則

9363 あまみ農業協同組合 鹿児島県大島郡龍郷町浦１１１番地１ 代表理事 窪田博州

9375 沖縄県農業協同組合 沖縄県那覇市壺川二丁目９番地１ 代表理事 前田典男
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