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県出資法人（県外法人）概要 

 

                            全国漁業信用基金協会  

 

１ 事務所の所在地 

東京都台東区東上野３－２１－６鈴やビル３階 

電話 ０３－５８４６－８４４１ 

 

 

２ 設立年月日 

平成２９年４月３日 

 

 

３ 設立根拠 

中小漁業融資保証法第３条 

 

 

４ 所管部課 

農林水産部漁政課 

 

 

５ 設立目的 

中小漁業融資保証法に基づき、金融機関の中小漁業者等に対する貸付け等についてその債務を保証す

ることを主たる業務とし、もって中小漁業者等が必要とする資金の融通を円滑にし、中小漁業の振興を

図ることを目的とする。 

 

 

６ 事業内容 

(1)会員たる中小漁業者等の債務保証 

(2)漁業経営改善促進資金の原資供給 

(3)上記に掲げる業務に附帯する業務 

 

 

７ 組織機構（令和２年７月１日現在） 

（組織図） 

別紙のとおり 

                                 

     常勤役員  ２１ 人，常勤職員 １１１ 人 

 

 

 

８ 出資の状況（令和２年４月１日現在） 

(1) 出 資 総 額    43,353,700 千円 

(2) 茨城県の出資額      282,850 千円 

(3) 茨城県の出資比率       0.7％ 

 

 



９ 役員名簿（令和２年７月１日現在） 【役員数 ７７人】 

常勤・
非常勤

理事長(委) 武部　勤 非常勤 本所

副理事長 阿部　国雄 非常勤 北海道支所担当

副理事長(委) 山口　保美 常勤 静岡支所担当

副理事長(委) 半田　亮司 常勤 福岡支所担当

専務理事(委) 藤井　富美雄 常勤 本所

常務理事(委) 吉井　正行 常勤 本所

理事 木村　嘉人 非常勤 岩手支所担当

理事 山本　健藏 非常勤 秋田支所担当

理事 加賀山　祐 非常勤 山形支所担当

理事 野﨑　哲 非常勤 福島支所担当

理事 髙濱　芳明 常勤 茨城支所担当

理事(委) 山﨑　明人 常勤 千葉支所担当

理事(委) 小澤　好春 常勤 東京支所担当

理事 鈴木　清 非常勤 神奈川支所担当

理事 小田　政市 非常勤 新潟支所担当

理事(委) 川口　哲 常勤 富山支所担当

理事 笹原　丈光 非常勤 石川支所担当

理事 岡田　元 非常勤 愛知支所担当

理事 永富　洋一 非常勤 三重支所担当

理事 平野　仁彦 非常勤 福井支所担当

理事 二宮　浩司 非常勤 滋賀支所担当

理事 西川　順之輔 非常勤 京都支所担当

理事 岡　修 非常勤 大阪支所担当

理事 小磯　富男 非常勤 兵庫支所担当

理事 嶋田　栄人 非常勤 和歌山支所担当

理事 景山　一夫 非常勤 鳥取支所担当

理事(委) 松尾　秀孝 非常勤 島根支所担当

理事 平田　晋也 非常勤 岡山支所担当

理事(委) 田原　英則 常勤 広島支所担当

理事(委) 後藤　敏郎 常勤 山口支所担当

理事 久米　順二 非常勤 徳島支所担当

理事(委) 頼富　一則 非常勤 香川支所担当

理事 平井　義則 非常勤 愛媛支所担当

理事 竹内　眞澄 非常勤 高知支所担当

理事 川嵜　和正 非常勤 佐賀支所担当

理事(委) 平山　泉 常勤 熊本支所担当

理事 景平　真明 非常勤 大分支所担当

理事 日高　光明 非常勤 宮崎支所担当

理事(委) 竹田　和昭 常勤 鹿児島支所担当

理事(委) 嘉手納　良博 常勤 沖縄支所担当

役職名 氏　　名 備　　　　　考

 
 



常勤・
非常勤

金野　正明 常勤 岩手支所担当

柴山　雅洋 常勤 佐賀支所担当

猪野　直人 常勤 愛媛支所担当

伊藤　富美雄 非常勤 広島支所担当

橋本　幹也 非常勤 兵庫支所担当

松任　友典 非常勤 石川支所担当

監事 山入端　孝雄 非常勤 沖縄支所担当

監事 久木留　秀行 非常勤 鹿児島支所担当

監事(委) 甲斐　俊光 非常勤 宮崎支所担当

監事 鳴海　盛彦 非常勤 大分支所担当

監事(委) 南本　健成 非常勤 熊本支所担当

監事 門田　孝一 非常勤 福岡支所担当

監事(委) 佐治　仙教 常勤 高知支所担当

監事(委) 冨永　征 常勤 香川支所担当

監事 東　照千 非常勤 徳島支所担当

監事 山田　歳彦 非常勤 山口支所担当

監事(委) 萱野　泰久 非常勤 岡山支所担当

監事(委) 中東　達夫 常勤 島根支所担当

監事 長戸　清 非常勤 鳥取支所担当

監事 松村　德夫 非常勤 和歌山支所担当

監事 三好　正広 非常勤 大阪支所担当

監事(委) 石倉　尚正 非常勤 京都支所担当

監事 澤田　宣雄 非常勤 滋賀支所担当

監事 三鬼　晃 非常勤 三重支所担当

監事 鈴木　惣和 非常勤 愛知支所担当

監事(委) 牧　庸之輔 常勤 静岡支所担当

監事 木邑　康和 非常勤 福井支所担当

監事(委) 松任　友典 非常勤 石川支所担当

監事 油本　憲太郎 非常勤 富山支所担当

監事(委) 土屋　貞男 常勤 新潟支所担当

監事(委) 鵜飼　俊行 非常勤 神奈川支所担当

監事 塚本　亨 非常勤 東京支所担当

監事 小栗山　喜一郎 非常勤 千葉支所担当

監事 八角　直道 非常勤 茨城支所担当

監事(委) 鈴木　忠義 非常勤 福島支所担当

監事 髙橋　和博 非常勤 山形支所担当

監事(委) 藤嶋　茂 非常勤 秋田支所担当

監事(委) 菊地　英治 非常勤 北海道支所担当

副代表監事(委)

副代表監事(委)

副代表監事

副代表監事(委)

代表監事(委)

副代表監事

役職名 氏　　名 備　　　　　考

 

 

 

 



別紙 組織図 

 


