
水産多面的機能発揮対策　地域協議会一覧

都道府県名 地域協議会名 事務局 連絡先

北海道 北海道水産多面的機能発揮対策協議会 北海道漁業協同組合連合会 011-281-8823

青森県 青森県水産多面的機能発揮対策地域協議会 （一社）青森県水産振興会 017-722-4217

岩手県 岩手県環境・生態系保全対策地域協議会 岩手県漁業協同組合連合会 019-626-8082

秋田県 秋田県沿岸環境・生態系保全対策地域協議会 秋田県 農林水産部 水産漁港課 018-860-1893

山形県 山形県水産多面的機能発揮対策協議会 山形県 農林水産部 水産振興課 023-630-2478

宮城県 水産多面的機能発揮対策気仙沼地域協議会
宮城県 気仙沼地方振興事務所
水産漁港部

0226-22-6852

宮城県 登米市平筒沼生態系保全対策地域協議会 登米市 市民生活部 環境課 0220-58-5553

宮城県 石巻湾・松島湾海域保全対策地域協議会 東松島市 農林水産課 0225-82-1111

福島県 福島県環境・生態系保全地域協議会 福島県漁業協同組合連合会 0246-28-9335

福島県 福島県水産多面的活動支援地域協議会 福島県内水面漁業協同組合連合会 0242-26-7534

茨城県 霞ヶ浦北浦水産多面的発揮対策地域協議会
霞ヶ浦北浦水産事務所　振興課
霞ヶ浦漁業協同組合

029-822-7270
0299-55-0057

茨城県 茨城県内水面多面的機能地域協議会
茨城県内水面漁業協同組合連合会
茨城県 農林水産部 水産振興課

029-231-1506
029-301-4114

茨城県 茨城県沿海水産多面的機能地域協議会
茨城沿海地区漁業協同組合連合会
茨城県 農林水産部 漁政課

029-224-5151
029-301-4075

栃木県 栃木県水産多面的機能発揮対策地域協議会 栃木県漁業協同組合連合会 0285-37-9277

群馬県 群馬県水産多面的機能発揮対策協議会
群馬県　農政部　蚕糸園芸課
群馬県漁業協同組合連合会

027-226-3095
027-233-6011

埼玉県 埼玉県水産多面的機能発揮対策地域協議会 埼玉県漁業協同組合連合会 048-833-3733

千葉県 千葉県水産多面的機能発揮対策地域協議会
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
千葉県漁業協同組合連合会指導部

043-223-3039

神奈川 神奈川県地域協議会 神奈川県環境農政局水・緑部水産課 045-210-4542

新潟県 新潟県水産多面的機能発揮対策地域協議会 新潟県 農林水産部 水産課 025－280－5314

富山県 富山県水産多面的機能発揮対策地域協議会 富山県 農林水産部 水産漁港課 076-444-3294

石川県 輪島市藻場保全対策地域協議会 輪島市 農林水産課 0768-23-1141

石川県 能登の里海保全地域協議会 七尾市 産業部 里山里海振興課 0767－53－5010

石川県 海と川をつなぐ加賀の郷づくり地域協議会 小松市 農林水産課 0761－24－8081

福井県 福井県水産多面的機能発揮対策地域協議会 福井県 農林水産部 水産課 0776-20-0436

長野県 長野県水産多面的機能発揮対策地域協議会 長野県漁業協同組合連合会 026-228-0125

山梨県 山梨県水産多面的機能発揮対策地域協議会 山梨県漁業協同組合連合会 055-277-7393

静岡県 静岡県水産多面的機能発揮対策協議会 静岡県 水産振興課 054-221-2453

愛知県 愛知県漁場環境・生態系保全対策協議会 愛知県漁業協同組合連合会 052-971-3501

愛知県 愛知県内水面水産多面的機能発揮対策協議会 愛知県内水面漁業協同組合連合会 0533-69-1108

三重県 三重県水産多面的機能発揮対策協議会
三重県漁業協同組合連合会
三重県内水面漁業協同組合連合会
三重県　農林水産部　水産資源課

059-228-1205
0598-83-2293
059-224-2584

滋賀県 滋賀県水産多面的機能発揮協議会 滋賀県 農政水産部 水産課 077-528-3874



都道府県名 地域協議会名 事務局 連絡先

京都府 京都府環境・生態系保全対策協議会 京都府漁業協同組合 0773-77-2202

京都府 京都府内水面協議会 京都府 農林水産部 水産課 075-414-4996

大阪府 大阪府豊かな海づくり協議会 大阪府漁業協同組合連合会 072-422-4763

兵庫県 兵庫県豊かな海創生支援協議会 兵庫県漁業協同組合連合会 078-940-8013

兵庫県 兵庫県内水面資源保全支援協議会 兵庫県内水面漁業協同組合連合会 078-341-8899

奈良県 奈良県内水面資源保全推進協議会 奈良県漁業協同組合連合会 0742-22-1410

和歌山県 和歌山県水産多面的機能発揮対策地域協議会 和歌山県漁業協同組合連合会 073-431-5101

岡山県 日生町地域協議会 日生町漁業協同組合 0869-72-1181

広島県 広島県水産多面的発揮対策協議会 （公財）広島県漁業振興基金 082-541-1085

鳥取県 水産多面的機能発揮対策鳥取県地域協議会 鳥取県漁業協同組合 0857-28-0111

島根県 島根県内水面等地域協議会 島根県 水産課 0852－22－5323

島根県 島根県海面地域協議会 島根県 水産課 0852－22－5323

山口県 山口県水面活性化地域協議会 （公社）山口県栽培漁業公社 083-984-2031

香川県 香川県水産多面的機能発揮対策地域協議会
香川県農政水産部水産課
香川県漁業協同組合連合会

087-832-3474
087-825-0351

徳島県 徳島県水産多面的機能発揮対策地域協議会 徳島県漁業協同組合連合会 088-636-0500

愛媛県 愛媛県里海づくり活動地域協議会 愛媛県 農林水産部 水産局 水産課 089-912-2617

高知県 高知県環境生態系保全対策地域協議会
高知県漁港漁場協会
高知県水産振興部漁業振興課

088-821-4836
088-821-4613

福岡県 福岡県環境・生態系保全対策地域協議会 福岡県　漁業管理課 092-643-3555

福岡県 福岡県豊前海区環境・生態系保全対策地域協議会 豊前市 農林水産課 0979-82-1111

福岡県 福岡県有明海区環境・生態系保全対策地域協議会 福岡有明海漁業協同組合連合会 0944-73-6166

佐賀県 佐賀県環境・生態系保全対策地域協議会 佐賀県 水産課 0952-25-7144

長崎県 長崎県水産多面的機能発揮対策地域協議会
長崎県　資源管理課
長崎県漁業協同組合連合会

095-895-2828
095-829-2413

熊本県 熊本県水産多面的機能発揮対策協議会 熊本県漁業協同組合連合会 096-356-8551

大分県 大分県水産多面的機能発揮対策地域協議会
大分県漁業協同組合
大分県農林水産部水産振興課

097-532-6611
097-506-3957

宮崎県 宮崎県藻場干潟等保全地域協議会 宮崎県漁業協同組合連合会 0985-28-6111

鹿児島県 鹿児島県水産多面的機能推進協議会 鹿児島県　水産振興課 099-286-3439

沖縄県
沖縄県水産業・漁村の多面的機能発揮対策地域協
議会

沖縄県 農林水産部 水産課 098-866-2300


